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�医療保険，介護保険，身体障害者施策，難病対策の 4 制度を複合して活用すること
が重要である．さらに公的年金（障害年金）などの社会保障を活用することも可能で
ある．

�担当窓口は保健所，市区町村役所などであるが，これらの社会資源の全体的なこと
については各医療機関の医療ソーシャルワーカーや各都道府県の難病医療専門員，
難病相談・支援センターに相談するとよい．

■ 解説・エビデンス
ALSをはじめとする神経難病は進行性であり，重症度が高くなると ADLの低下により就労

などの社会参加が困難になったり，医療や介護に費用がかかったりするようになる．療養する
うえでは，医療保険，介護保険，身体障害者施策，難病対策の 4制度を複合して活用すること
が重要である（表 1）．

1）介護サービス
介護サービスに関する制度として，①介護保険，②障害者自立支援法（平成 25 年 4月からは

障害者総合支援法）に基づく自立支援給付，③難病患者等居宅生活支援事業があげられる．介護
保険において ALSは 16 特定疾病に含まれているため，40 歳以上の患者は介護サービスを受け
ることができる．40 歳未満の場合は身体障害者手帳交付ののち，障害者自立支援法利用を申請
し，サービスを受ける．40 歳以上では介護保険法の規定による保険給付が優先され，介護保険
サービスで足りない場合に障害者自立支援法に基づく自立支援給付を受ける．また，車椅子，
歩行器，歩行補助つえなどの補装具費の貸与も介護保険での保険給付が優先される．ただし，
介護保険による車椅子などは標準的な既製品であるため，身体状況への個別的な対応が必要な
場合には障害者自立支援法を用いることになる．難病患者等居宅生活支援事業は療養生活の支
援を目的としており，ホームヘルプサービス，短期入所サービス，日常生活用具給付が含まれ
ている．これら介護保険，障害者自立支援法に基づく自立支援給付，難病患者等居宅生活支援
事業の 3つの制度はサービス内容が一部重複しているので，実際に利用する際には第一に介護
保険，次いで障害者自立支援法，最後に難病患者等居宅生活支援事業の優先順位となっている

（なお，平成 25 年 4月からは難病患者等居宅生活支援事業のうち難病患者等ホームヘルプサー
ビス事業，難病患者等短期入所（ショートステイ）事業，難病患者等日常生活用具支給事業は障
害者総合支援法による障害福祉サービスに変更になった）．

公的援助や行政サービスにはどのようなものがあり，相
談は誰にすればよいか

Clinical Question 10-1 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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医療費に関する制度としては医療保険による高額療養費制度，特定疾患治療研究事業による
公費負担制度，身体障害者手帳の医療費助成制度がある．高額療養費制度は医療費が 1ヵ月あ
たりの自己負担額の上限を超えた場合，その超過分を申請により還付する制度である．申請し
て還付されるまで通常 3〜4ヵ月程度かかる．特定疾患治療研究事業による公費負担制度は患者
家庭の生計中心者の前年度課税状況により補助額が細分化されているが，重症度が高い場合に

表1　利用できる公的援助・行政サービス
社会資源 内容 窓口 対象

介護サービス 介護保険 介護給付または
予防給付

市区町村役所担当課 第1号被保険者＝65歳以上または
第 2号被保険者＝ 40歳以上 65歳未満
で，特定疾病（ALSを含む 16疾病）で
介護を必要としている者

障害者自立支援法（障
害者総合支援法 a））

介護給付費 市区町村役所担当課 身体障害者手帳の交付を受けた者

難病患者等居宅生活
支援事業

ホームヘルプサー
ビス
短期入所
（ショートステイ）
日常生活用具給付

市区町村役所担当課 以下のすべてを満たす者：
（1）日常生活を営むのに支障があり，介
護等のサービスの提供を必要とする者

（2）難治性疾患克服研究事業（臨床調査
研究分野）の対象疾患（130 疾患）お
よび関節リウマチの患者

（3）在宅で療養が可能な程度に病状が安
定していると医師によって判断されて
いる者

（4）介護保険法，老人福祉法，障害者福
祉法等の施策の対象とはならない者

医療費 特定疾患治療研究事
業

医療費助成 b） 保健所または
市区町村役所担当課

特定疾患治療研究事業対象疾患（ALSを
含む 56 疾患）に罹患し，医療を受けて
おり，保険診療の際に自己負担がある者

身体障害者手帳 医療費助成 市区町村役所担当課
または福祉事務所

身体障害者手帳の交付を受けた者

医療保険 高額療養費 加入している医療保
険の保険者

高額療養費限度額適用認定証を申請し，
限度額認定証を交付された者（同月内同
一医療機関が原則（医科・歯科別））

公的年金 障害基礎年金 年金 年金事務所 国民年金加入者，加入期間中に初診日 c）

があること
障害認定日 d）において障害等級 e）が 1
級または2級
保険料の納付要件を満たしていること

障害厚生年金 年金 年金事務所 厚生年金加入者，加入期間中に初診日 c）

があること
障害認定日 d）において障害等級 e）が 1
～3級のいずれか
保険料の納付要件を満たしていること

障害共済年金 年金 各共済組合 共済組合員，組合員である間に初診日 c）

があること
障害認定日 d）において障害等級 e）が 1
～3級のいずれか

脚注：a）平成 25年 4月から障害者総合支援法，b）介護保険サービスのうち①訪問看護，②訪問リハビリテーション，③居宅療養管理
指導，④介護療養施設サービスについて，受給者証記載の疾患については公費負担の適応となる．c）初診日＝ALSについてはじめて
医師の診療を受けた日，d）障害認定日＝初診日から 1年 6ヵ月を経過した日，またはそれ以前に症状が固定した日，e）公的年金の等
級と身体障害者手帳の等級は必ずしも一致しない
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は全額公費負担となる．また，公費負担は記載日ではなく，患者あるいは家族が窓口で申請を
行った日から開始されるので，医師から書類を受け取った日に申請することを勧める．本制度
は毎年 1回の更新が必要である．

3）障害年金制度
障害年金制度（公的年金）については初診日から 1年 6ヵ月が経過した時点での障害の程度に

応じた等級に基づいて支給を受ける．この等級は身体障害者手帳での等級とは異なるので注意
が必要である．
以上の詳細については，担当窓口へ相談するとよい（表 1）．これらの制度は複雑で一部サー

ビス内容が重複しているため，各社会資源の概要や活用する制度の優先順位などについて事前
に各医療機関の医療ソーシャルワーカーや各都道府県の難病医療専門員，難病相談・支援セン
ターなどに相談することを勧める．主治医としてはこれらのなかで患者，家族がよりアプロー
チしやすい機関につないでいくことが大切である．
各診断書記載上の注意点については CQ 10–2 も参照のこと．

■ 検索式・参考にした二次資料
・吉良潤一（編）．難病医療専門員による難病患者のための難病相談ガイドブック，第 2版，九州大学出版会，

2011.

医中誌（検索 2012 年 2 月 3日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (((公的扶助/TH or 公的援助/AL) or 行政/AL) or (財政的援助/AL or 傷病手当金/AL or 障害手当金/AL or
障害年金/AL or 障害者手帳/AL) or (就労支援/AL or (自立支援/TH or 自立支援/AL) or 自立支援法/AL) or ((介
護保険/TH or 介護保険/AL)) or (住宅改修/AL or レンタル/AL or 車椅子 OR/AL and (車椅子/TH or 車いす
/AL)) or ((保健医療政策/TH or 保健医療政策/AL))))) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　102 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 27 日）
(筋萎縮性側索硬化症/KW) AND (公的援助/AL or 行政/AL or 住宅改修/AL or レンタル/AL or 車椅子/AL or
介護保険/AL or 自立支援法/AL or 傷病手当金/AL or 障害年金/AL or 身体障害者手帳/AL or 財政的援助/AL
or 就労支援/AL) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT) NOT (症例報告/CW))
検索結果　182 件
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�ALS で療養のために働くことができない場合，休業手当，失業手当，傷病手当など
のなかでどの制度を利用すべきかを医療ソーシャルワーカーや保健所あるいは市町
村役所福祉課と相談するように患者あるいは家族に勧める．

�障害基礎年金・障害厚生年金の申請には，疾病あるいはそれに関連する症状ではじ
めて医師の診療を受けた日（初診日）の確認が大切である．この「初診日」に患者が
国民年金あるいは厚生年金保険の被保険者であるか否かによって認定方法が異なる．

■ 背景・目的
ALSの進行に伴って必要となる様々な制度を利用する際，主治医は各種の診断書を記載する

よう求められることから，その注意点を知っておくことは重要である．障害基礎年金・障害厚
生年金の申請には「初診日」の確認が大切であり，この初診日により申請に必要な証明書など
が異なってくることがある．

■ 解説・エビデンス
以下の記載はすべて ALSにも該当する．

1）傷病手当金を受給するための医師意見書・診断書
健康保険の被保険者あるいは被保険者であった者は，疾病の療養のために労務不能である旨

の医師の意見書を提出すると，労務ができなくなった日から起算して 3日を経過した日（4日目）
から労務不能と認められた期間（日数），標準報酬日額（標準報酬月額の 30 分の 1）の 60％を休
業補償として支給される（健康保険法第 99 条）．退職して資格を喪失した場合にも，退職日に労
務不能（欠勤または休職）かつ傷病手当金の給付対象であり，被保険者期間が 1年以上であれば
申請できる．

主治医は，健康保険傷病手当金申請書の療養担当医師の意見欄に記載し，原則月 1回申請す
ることにより，患者は最長 1年 6ヵ月間の休業補償を受けることができる．

2）療養費を受給するための診断書・意見書
海外で受けた治療，あるいは医療機関以外での柔道整復術，あんま，はり，きゅうなどの補

完療法，人工呼吸器や吸引器，車椅子，杖，コミュニケーション・エイドなどの治療用装具に
対しては，医師の証明書（診断書）によって，それらの費用を受給することができる（健康保険法
第 87 条）．主治医は，当該傷病に起因する具体的な症状や障害の状態を記載し，対象となる補

診断書などを書くときの注意点は何か

Clinical Question 10-2 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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完療法を含めた治療，治療用具との関連性，必要性，治療効果について簡潔に記載することを
求められる．

3）障害基礎年金・障害厚生年金の受給のための診断書
疾病あるいはその疾病と因果関係を有する前駆症状や関連疾病（注：筋萎縮性側索硬化症の確

定診断がなされる以前に，頸椎症などの他疾患，他神経疾患として仮診断を受けるような場合
もまれではなく，それら前駆・関連疾患を含める）のために，はじめて医師の診療を受けた日
（この日を「初診日」という）に国民年金の被保険者であった者は，初診日から起算して 1年 6ヵ
月を経過した日（障害の程度を認定すべき日であり，障害認定日という）に，障害の程度に応じ
て障害等級 1級又は 2級の障害基礎年金を受給することができる．ただし，初診日から 1年 6ヵ
月以内に症状が固定したと考えられる場合は，症状固定日を障害認定日とする．
また，初診日に厚生年金保険の被保険者であった者は，その症状の程度に応じて 1〜3級の障

害厚生年金を受給でき，2級以上の障害厚生年金の受給者には，障害厚生年金と合わせて障害
基礎年金も支給される．さらに，障害認定日に障害の程度が低かった場合でも，65 歳になるま
でにその程度が増悪し，障害度が上がった場合は，「事後重症」による請求を行うことができる．
その場合，初診日の患者の状態に応じて，障害基礎年金または障害厚生年金を受給することが
できる（国民年金法第 30 条，同第 30 条の 2，厚生年金保険法第 47 条，同第 47 条の 2）．
なお，障害等級 1級とは，自ら日常生活の用を足すことができず常時介護が必要な状態，2級

は日常生活に著しい制限を受けている状態，3級は労働が著しく制限されている状態である．
これらの障害等級は身体障害者手帳における等級とは異なるので注意が必要である．

4）身体障害者福祉法による身体障害者手帳の交付
身体障害者福祉法による障害者認定は，各分野からのサービス提供，支援が受けられる者を

特定するために行われており，補装具を装着しない状態や障害の永続性を踏まえて記載された，
都道府県知事の定める医師の診断書によって認定される（身体障害者福祉法第 15 条）．この「都
道府県知事の定める医師」は「肢体不自由」，「音声機能障害」などの障害範囲により記載でき
る指定医師が異なる．

5）その他の診断書
その他の診断書として，介護保険および障害者自立支援法の医師意見書，特定疾患治療研究

事業の臨床調査個人票などがある．

■ 検索式・参考にした二次資料
・社会保険六法（平成 23 年度版）　社団法人全国社会保険協会連合会発行，昭和 29 年 9月 10 日初版　平成 23
年 7月 25 日改訂 50 版発行，株式会社アイネット印刷

・年金オープン講座（第 23 版）　社団法人全国社会保険協会連合会発行，平成 15 年 3月 20 日第 23 版発行，
共同印刷株式会社印刷

医中誌（検索 2012 年 2 月 3日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and ((診断書/TH or 診断書/AL or 申請/AL or 手続き/AL or 手続/AL or 書類/AL or 届け出/AL or 届出/AL or
文書/AL) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　13 件
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JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
(筋萎縮性側索硬化症/AL OR アミトロ/AL OR 筋萎縮側索硬化/AL OR 筋萎縮側索硬化症/AL OR 筋萎縮性側索
硬化/AL OR ALS/AL OR "Aran-Duchenne病"/AL OR "Aran-Duchenne筋萎縮"/AL OR "Charcot病"/AL OR
"Lou Gehrig病"/AL）AND (診断書/AL or 申請/AL or 手続/AL or 書類/AL or 届け出/AL or 文書/AL) AND
((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果　47 件
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�医師，看護師などの医療者や家族のみならず，一定の研修を受けた介護福祉士およ
び介護職員などが実施できる．

■ 解説・エビデンス
口腔内，鼻腔内，気管カニューレ内部の痰の吸引や胃瘻，腸瘻，経鼻経管栄養からの経管栄

養は医療行為とされている．従来，痰の吸引は医師，看護師，リハビリテーション関係職種（理
学療法士，作業療法士および言語聴覚士）と家族に，経管栄養処置は医師，看護師と家族に限ら
れており，介護職員などによる痰の吸引は当面のやむを得ない措置として一定の要件のもとに
運用されていた（実質的違法性阻却；注）当面の間はこの運用も有効である）．
こうした医療行為を安全に提供するべく，平成 24 年 4月より介護福祉士および一定の研修を

受けた介護職員などは，医師の指示書に基づいて特別養護老人ホームなどの施設や在宅での口
腔内，鼻腔内，気管カニューレ内部からの痰の吸引や，胃瘻または腸瘻，経鼻経管からの経管
栄養を実施できることになった．その際，介護福祉士および介護職員は，登録研修機関にて喀
痰吸引など研修を修了し，認定特定行為業務従事者としての認定証の交付を受け，所属する事
業所は特定行為事業者として県の登録を受ける必要がある（CQ 7–4 参照）．

■ 検索式・参考にした二次資料
・平成 22 年 4月 30 日医政発 0430 第 1 号，各都道府県知事通知，医療スタッフの協働・連携によるチーム医療
の推進について.

・平成 23 年 6月 22 日社援発 0622 第 1 号，各都道府県知事，地方厚生（支）局長通知，介護サービスの基盤強
化のための介護保険法などの一部を改正する法律の公布について.

・平成 23 年 11 月 11 日社援発 1111 第 1 号，各都道府県知事通知，社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正
する法律の施行について.

・平成 24 年 3月 30 日社援発 03030 第 43 号，各都道府県知事通知，喀痰吸引等研修実施要綱について.

医中誌（検索 2012 年 2 月 3日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL) and (病院法制/TH or 医療法
/AL or 医事法制/TH or 医療法規/AL or 医事法制/AL or 法律/TH or 法律/AL) OR ((厚生労働省/TH or 厚生労
働省/AL) and 通知/AL) and (胃瘻/TH or 胃ろう/AL or 胃瘻/AL or 吸引術/TH or 吸引/AL or 喀痰/TH or 痰
/AL or 医療行為/TH or 医療行為/AL) and (DT=2000: 2012 PT=会議録除く CK=ヒト)
検索結果　8件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
(筋萎縮性側索硬化症/AL OR アミトロ/AL OR 筋萎縮側索硬化/AL OR 筋萎縮側索硬化症/AL OR 筋萎縮性側索硬
化/AL OR ALS/AL OR "Aran-Duchenne病"/AL OR "Aran-Duchenne筋萎縮"/AL OR "Charcot病"/AL OR "Lou
Gehrig病"/AL) AND (医療法規/AL OR 医事法制/AL OR 医療法/AL or 通知/AL or 法律/AL) AND (胃瘻/AL or 胃
ろう/AL or 吸引/AL or 医療行為/AL or 痰/AL) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果　12 件

痰の吸引や胃瘻の介助は誰が行うことができるのか

Clinical Question 10-3 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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�ALS においては様々な制度を利用することができ，現物支給として経済的な援助も
受けることができる．各制度を理解するためには医療ソーシャルワーカー，難病相
談支援員などに相談して利用するとよい．

�自己負担額はどのようなサービスを必要とするかにより異なり，公費でカバーされ
ないものもある．

■ 背景・目的
医療・介護といろいろな費用負担が発生する療養生活であるが，諸制度をよく理解して利用

することが望まれる．

■ 解説・エビデンス
費用負担についてはどのような生活をするかで異なるので，一概には論じられない．少なく

とも特定疾患治療研究事業により，医療保険の適用となるものについては高収入の場合でも 1
医療機関につき月額外来 11,550 円，入院 23,100 円が上限である（対象患者が生計中心者の場合
は，さらにその 1/2 の自己負担限度額）．なお，重症認定に該当すれば自己負担は免除される．
訪問看護も医療保険の適用となり自己負担はない．また，院外処方による調剤薬局での薬剤費
は一部負担がないので，院内処方と院外処方で自己負担額が異なる場合がある．
介護保険については 40 歳以上であれば第 2号被保険者として原則 1割負担で利用できる．こ

の場合は介護保険での要介護度に応じて利用限度額が決められる．要介護認定を受けていない
と利用時費用が自己負担となる場合もあるので，介護保険をすぐに利用しない場合でも認定を
受けておくとよい．

身体障害がある場合は障害者手帳の申請をするが，平成 25 年 4月から障害者手帳を取得して
いなくとも障害者総合支援法が適用となり（サービスは制限あり），原則 1割負担で利用できる．
40 歳以上の場合，ホームヘルプサービスなど要介護 5で介護保険枠を使い切った場合（自己負
担額 3万 5千円〜7千円程度）に障害者総合支援法でのホームヘルプサービスが利用できる．ま
た，日常生活用具制度を利用することで吸引器や酸素飽和度測定器などを入手できる．自治体
によりどの程度カバーされるかは異なるため，地域ごとに確認が必要である 1）．
このような制度でカバーしきれないものは自己負担分として残る．たとえば，訪問看護や訪

問診療の交通費，呼吸器や加湿器などの医療機器にかかわる電気代（約 1〜2万円），おむつ代，
ガーゼや吸引チューブなどの医療材料の消耗品（〜1万円），通院のための移動費（介護つきタク
シー）などが別途必要になる．それぞれ自治体により援助がある場合もあるので確認されたい．

療養における費用負担はどのくらいか

Clinical Question 10-4 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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なお介護保険の場合，住宅改修には上限額 20 万円で自己負担が 1割となっているが，要介護度
が 2段階上がった場合や転居した場合は再給付を受けられる．
在宅人工呼吸療養導入に際してはアンビューバッグや吸引器など物品購入におおよそ 20 万円

程度（家屋改修など含むと 40.4±16.2 万円）の自己負担が生じると報告され，その後のランニン
グコストは 5〜8万円程度（患者一部負担額 4.1±1.8 万円/月，保険外負担額 2.5±2.2 万円）と報
告されている 2〜4）．なお，人工呼吸器は病院から医療保険の範囲内として貸与される．
ALS患者における療養形態別の経済的自己負担の実態を調査した報告によると施設療養にお

いて，1人 1ヵ月あたりの平均費用総額は 1,049,923±71,147 円であり，これに対する患者負担は
発生していなかったが，在宅療養において，1人 1ヵ月あたりの平均費用総額は 746,219±253,581
円であり，このうち患者負担は 73,690±17,703 円であった 5）．費用総額の約 10％が患者負担と
なっていた．費用総額としては在宅療養のほうが施設療養よりも低くなっていたものの，在宅
療養では患者の経済的負担が増加する可能性がある．
そのほか収入面では傷病手当金，障害年金，特別障害者手当のほかに民間生命保険重度認定

による請求などの可能性がある．

■ 文献
1） 荻野美恵子．ALSの治療とケア—介護・支援システム—．Clin Neurosci. 2011; 29: 1068–1071.
2） 美原　盤，内田智久，相澤勝健，ほか．神経難病患者の施設療養費と在宅療養費の比較．「難治性疾患の医

療費構造に関する研究」平成 20 年度総括・分担研究報告書，2009: p98–102.
3） 山下和彦．難治性疾患の医療費分析の方法と解析に関する検討．「難治性疾患の医療費構造に関する研究」

平成 22 年度総括・分担研究報告書，2011: p59–70.
4） 小野沢滋．難病患者の在宅医療にかかる医療費・介護費についての研究．「難治性疾患の医療費構造に関す

る研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，2011: p98–105.
5） 内田智久，相澤勝健，菊池　豊，ほか．筋萎縮性側索硬化症患者における療養形態別の経済的自己負担．

神経治療学. 2011; 28: 83–87.

■ 検索式・参考にした二次資料
医中誌（検索 2012 年 2 月 8日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (療養費/AL or 医療費/TH or 医療費/AL or 保健医療支出/AL or 自己負担/TH or 自己負担/AL) and
(DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　14 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
(筋萎縮性側索硬化症/KW) AND (医療費/AL OR 保健医療支出/AL OR 保健費用/AL OR 療養費/AL) AND
((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果　53 件
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�「難病ネットワーク」は各都道府県に設置された難病医療連絡協議会の別称あるい
は協議会による事業名として用いられていることが多い．難病医療連絡協議会の役
割は，難病医療の実施に関する関係機関との連絡調整，難病患者などからの相談，
難病患者への入院紹介，医療従事者向けの難病研修会の開催の 4 点とされている．

■ 背景・目的
「難病ネットワーク」は難病対策提要などで正式に定義された用語ではない．国の難病に対す
る施策である「重症難病患者入院施設確保事業」では各都道府県に難病医療連絡協議会を設置
し，事業を推進することとされている．

■ 解説・エビデンス
平成 10 年度より国の施策として重症難病患者入院施設確保事業（以下，本事業）を含む難病特

別対策推進事業がスタートした．本事業は各都道府県に難病医療連絡協議会（以下，協議会）を
設置し，都道府県単位で事業を推進することとされている．「難病ネットワーク」とはこの協議
会の別称あるいは各協議会による事業名として用いられていることが多い．
本事業では，病状の悪化などの理由により居宅での療養が極めて困難な状況となり，入院治

療が必要となった重症難病患者に対して，都道府県が適時に適切な入院施設の確保を行う．そ
のために各都道府県が協力病院を指定し，そのうちの 1箇所を拠点病院として地域の医療機関
と連携して難病への医療体制を整備する．平成 24 年 4月時点で協議会は青森県，沖縄県以外の
45 都道府県に設置されている．

本事業において実質的な業務を担っているのは難病医療専門員である．平成 24 年 4月時点で
難病医療専門員は全国 39 県に 55 名が配置されている．難病医療専門員の業務としては難病医
療の実施に関する関係機関との連絡調整，難病患者などからの相談応需，難病患者への入院施
設紹介，医療従事者向けの難病研修会の開催があげられる．

難病医療専門員が受けている相談は，入転院先紹介に関連した相談とそれ以外の相談に分け
られる．入院先の確保には長期療養入院，短期入院，在宅療養評価調整入院，緊急入院などが
あり，入院の必要性について検討し，在宅療養の調整にかかわることもある．入転院以外とし
ては告知や疾患理解，今後の医療処置，社会資源の利用，在宅療養や遺伝性の有無などに関す
る相談が寄せられており，これらにも対応している．また，難病医療専門員業務は都道府県に
よって入院先の確保や相談への対応などの業務の比重が異なっている．

難病ネットワークとは何か

Clinical Question 10-5 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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■ 検索式・参考にした二次資料
・厚生労働省健康局疾病対策課．平成 22 年度版難病対策提要，2010
・吉良潤一（編）．難病医療専門員による難病患者のための難病相談ガイドブック，第 2版，九州大学出版会，

2011.

医中誌（検索 2012 年 2 月 3日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL or
難病/TH or 難病/AL) and (難病ネットワーク/AL or ネットワーク/AL or 地域社会ネットワーク/TH or 多機関
医療協力システム/TH or 多機関医療協力システム/AL) and (拠点病院/AL or 協力病院/AL or 就労支援/AL or
障害者雇用援助/TH or 障害者雇用援助/AL or 障害者雇用/AL or 医療専門員/AL) and (DT=2000: 2012 and PT=
会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　10 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
((筋萎縮性側索硬化症/KW OR 難病/AL) AND (ネットワーク/AL) AND (医療専門員/AL or 拠点病院/AL or
協力病院/AL or 就労支援/AL)) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果　68 件
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❶患者・家族が安心して在宅療養生活を送ることができるような在宅医療・ケア体制
の構築と多職種連携，介護者の負担軽減のための医療福祉制度や社会資源の活用が
必須である（グレード C1）．

■ 背景・目的
医療福祉制度が在宅医療へとシフトし，在宅療養を継続する患者・家族は増加しており，在

宅療養への理解と支援体制の構築が必要である．

■ 解説・エビデンス
2007 年の臨床個人調査票に基づく特定疾患治療研究の調査報告によると，ALS患者の 16.2％

が訪問診療を受けており 1）（エビデンスレベルⅥ），神経難病のなかでは最も割合が高い状況で
ある．疾患を理解したうえで在宅療養生活を希望する患者・家族も少なくなく，また長期入院
を受け入れる医療機関が減少していくなかで在宅療養者は増加していくことが予想され，その
支援体制づくりは非常に重要である．
在宅療養を継続するうえで大切なことは，患者・家族が QOLをできるだけ維持・向上させな

がら，安心して療養生活を送ることができるように支援することである．また，患者・家族が
希望する場合には，在宅での終末期ケアや看取りの支援を行うことも重要である 2）（エビデンス
レベルⅥ）．
ALSは進行が速いため，ADL低下，構音・嚥下障害，呼吸障害などの進行に応じて十分に説

明し，患者・家族が医療処置を選択するための情報提供を行うことが専門医に求められる（CQ 3–
6 各項参照）．そして，受診が負担になる時期にはかかりつけ医に紹介し，病診連携を図ること
が必要である．かかりつけ医のほとんどは専門外であり，特に，医療処置の選択時，人工呼吸
器装着や気管切開などのハイケアで療養中の場合や在宅死を希望するときなどには，対処につ
いて専門医から十分な情報提供を行うことが必須である．また，医療処置や治療目的の入院が
必要なときには入院を受ける後方支援病院の確保が必要である．

介護度や医療依存度が高い患者においては，医療保険以外に，介護保険，障害者施策，難病
対策などの制度を活用し介護者の負担軽減を図ることが重要である．MSW（医療福祉制度につ
いて），介護支援専門員（在宅療養中のサービス調整），難病支援相談員（入院先の確保．ただし，
都道府県によってサービスに差がある）などの相談先を紹介し，環境整備，訪問系サービス（訪
問看護，訪問リハビリ，訪問入浴など），通所系サービス（デイケア，デイサービスなど），短期
入所（ショートステイ）などの調整を依頼する．在宅療養中は多職種がかかわることが多く，お

在宅療養を成功させるためにはどのようにしたらよいか

Clinical Question 10-6 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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互いの連携も重要である（CQ 10–7 参照）．平成 23 年 3月より厚生労働省の難病特別対策推進事
業に，重症難病患者を対象に難病医療拠点病院へ一時入院を実施する「在宅重症難病患者一時入
院事業」が追加された 3）（エビデンスレベルⅥ）．

■ 文献
1） 永井正規，ほか．臨床調査個人票に基づく特定疾患治療研究医療受給者調査報告書—臨床調年度医療受給

者—．厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業特定疾患の疫学に関する研究班，2010: p106.
2） 難波玲子，成田勇吾，ほか．神経難病在宅療養ハンドブック，メディカルレビュー社，大阪，2011: p91–

101.
3） 平成 23 年 3月 25 日健発 0325 第 4 号，各都道府県知事，政令市長，特別区長宛厚生労働省健康局長通知

難病特別対策推進事業実施要綱.

■ 検索式・参考にした二次資料
医中誌（検索 2012 年 2 月 3日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (訪問看護/TH or 在宅看護/AL or 在宅医療/TH or 在宅療養/AL or 在宅医療/AL) and (医師-患者関係/TH
or 医師患者関係/AL or 医師-患者関係/AL or 患者ケアチーム/TH or チーム医療/AL or 患者ケアチーム/AL or
往診/TH or 往診/AL or 連携/AL) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　122 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
(筋萎縮性側索硬化症/KW AND 在宅看護/KW) AND ((医師-患者間人間関係/AL OR 医師患者関係/AL) OR
(チーム医療/AL or 往診/AL or 連携/AL or 成功/AL)) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR
d2/DT))
検索結果　144 件

文献 2）はハンドサーチにより付け加えた．
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�ALS をはじめとする医療依存度が高い神経難病患者が在宅療養する際，社会資源の
みで継続することは困難であり，多くは家族による介護が必要である．在宅療養を
継続するためには，家族介護者の介護負担を一時的に代替する入院が重要であり，
レスパイト入院と呼ばれる．

■ 解説・エビデンス
1990 年に在宅人工呼吸療法が保険適用となり，2000 年には介護保険法が制定され在宅療養に

向けての制度が充実してきたことで，在宅療養を行う神経難病患者の数は増加している．
しかし，ALS患者が社会資源だけを利用して在宅人工呼吸器療法を継続することは困難であ

り，同居家族が患者を介護しているのがほとんどである．在宅で家族介護者は日常生活の援助
のみならず，痰の吸引など医療処置も行っている．このような家族介護者による介護負担を軽
減する方策のひとつとして「レスパイト入院」があげられる．レスパイト入院という用語はレ
スパイトケアが元となっている．
レスパイトケアとは在宅療養中の障害児・者，高齢者などのケアを他者が一時的に代替する

ことで，在宅で介護している家族を解放し，日頃の身体的・精神的疲労などからの回復を図る
家族支援サービスをいう．日本ではこのレスパイトケアは 1976 年に「心身障害児（者）短期入所
事業」の名称で，いわゆるショートステイとして始まった．しかし，人工呼吸器を装着してい
るなど医療依存度が高い ALS患者では従来のショートステイでは受け入れられなかったため，
平成のはじめ頃から関東地方の国立療養所が「レスパイト入院」として受け入れてきた実績が
徐々に広まって認知されてきたといわれている．

レスパイト入院中に訪問診療では困難な検査を行うことにより，胃瘻造設，気管切開，人工
呼吸療法の導入などの処置を早期に導入できるといった医療的意義も大きい．また，入院中に
在宅療養体制を再評価できるメリットもある．これらを通じて患者および介護者の QOL向上に
役立つ場を提供することができ，長期的な在宅療養を可能にすると思われる．レスパイト入院
を利用して在宅療養を継続していくうえで以下の点が重要である．

①コミュニケーション手段確立
②医療機関と介護者・在宅スタッフ間の十分な情報共有による信頼関係の構築
③在宅療養で可能なこと，病院で可能なことについての患者・介護者の理解
④病初期からのレスパイト入院導入
⑤レスパイト入院の目的・メリットの明確化
しかし，「レスパイト入院」は現在の医療制度で正式に定義された用語ではなく，現在の医療

保険制度が入院を検査・治療のためのものとしていることから，レスパイト入院という考え方

レスパイト入院とはどのようなものか

Clinical Question 10-7 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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となじまないという問題がある．こうしたなかで，平成 23 年度より厚生労働省の難病特別対策
推進事業に「在宅重症難病患者一時入院事業」（以下，本事業）が追加された．本事業は重症難
病患者を対象とし，難病医療拠点病院へ一時入院を実施するものである．平成 23 年度時点では
14 都府県で実施されている．この実施主体は都道府県であるため，都道府県によって実施状況
が異なっている．また，対象患者に条件がつけられていたり，事前登録制であったり，拠点病
院への入院が必要であったり，医療費の支払いには特定疾患治療研究医療受給者証の使用がで
きなかったりなど，都府県により利用するうえでの制限がある．今後，ALS患者が在宅療養を
継続するうえで，本事業をより利用しやすいものにする働きかけが必要と思われる．

■ 検索式・参考にした二次資料
・永井正規，ほか．臨床調査個人票に基づく特定疾患治療研究医療受給者調査報告書—臨床調年度医療受給者—．

厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業特定疾患の疫学に関する研究班，2010: p106.
・平成 23 年 3月 25 日健発 0325 第 4 号，各都道府県知事，政令市長，特別区長宛厚生労働省健康局長通知難病

特別対策推進事業実施要綱.

医中誌（検索 2012 年 2 月 3日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (レスパイト/AL or レスパイトケア/TH) and (DT=2000: 2012 and PT=会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　44 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
(筋萎縮性側索硬化症/AL OR アミトロ/AL OR 筋萎縮側索硬化/AL OR 筋萎縮側索硬化症/AL OR 筋萎縮性側索
硬化/AL OR ALS/AL OR "Aran-Duchenne病"/AL OR "Aran-Duchenne筋萎縮"/AL OR "Charcot病"/AL OR
"Lou Gehrig病"/AL) AND (レスパイト/AL) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT))
検索結果　59 件
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❶被災リスクを軽減するためには，平常時から疾患の特性に配慮した自助・共助の備
えが重要である（グレード C1）．

■ 背景・目的
在宅療養では，災害時への対応を本人・介護者と支援者が話し合い，あらかじめ「個別支援

プラン」を作成し準備をしておくとよい．

■ 解説・エビデンス
国は災害時要援護者の避難支援ガイドライン（改訂版）を作成し 1）（エビデンスレベルⅥ），医

療依存度の高い難病患者には早期に個別避難支援プランを作成することを促している 2）（エビデ
ンスレベルⅥ）．難病患者の災害対策についてエビデンスの高い回答はないが，災害発生後数日
間の被災リスクを軽減するためには平常時からの自助・共助の備えが重要であることが経験的に
明らかとなっており，特に難病患者に対しては疾患の特性に配慮した支援プランを作成してお
くことが望ましい 3）（エビデンスレベルⅥ）．作成にあたっては「災害時難病患者支援計画を策
定するための指針」3）や在宅人工呼吸療法に特化した災害対策マニュアル 4, 5）も公表されているの
で参考になる（エビデンスレベルⅥ）．
家庭での具体的な準備と対策では，家屋の耐震整備，家具などの転倒防止対策，災害時の必

需品の準備（一般的な日常必需品のほかに，緊急時医療手帳，お薬手帳，医薬品，必要な医療機
器機材など），避難場所，避難経路，避難方法の具体的な確認が大切である．また，支援者・支
援機関は，個人情報に配慮したうえで近隣・支援機関への事前の情報提供や，緊急時の連絡方
法の確認をしておく 6）（エビデンスレベルⅥ）．医療情報が書かれた緊急時申し送りカードや緊
急時医療手帳を患者に携帯させることは，災害時に適切な医療・看護を迅速に提供するために
役立つため，ぜひ準備するとよい．また，在宅で酸素療法，気管切開，人工呼吸療法を行って
いる医療依存度の高い患者の介護者には，72 時間以上の自助が可能なように使用中の医療機器
の機能や正しい管理方法，緊急時の対応の仕方を平常時から指導しておくことも必要である．
特に電気が必要な機器の場合は停電を想定し，バッテリーの確認・準備，必要に応じて酸素ガ
スボンベ，アンビューバッグ，吸引器（手動式，足踏み式，バッテリー内蔵）などを準備し，そ
の使用方法についても介護者に指導しておくとよい（CQ 7–10 参照）．

さらに，災害時に避難を円滑に行うためには，地域住民や支援機関とともに避難訓練を実際
に行うことが重要である．訓練により，お互いの役割や情報の流れ，残された課題が確認でき，
より現実的な備えに結びつく．

地震などの大規模自然災害に対してどのような準備をす
るか

Clinical Question 10-8 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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■ 文献
1） 内閣府．災害時要援護者の避難支援ガイドライン（改訂版），2006.
2） 内閣府．災害時要援護者対策の進め方について，2007.
3） 西澤正豊．災害時難病患者支援計画を策定するための指針，2008.
4） 兵庫県．在宅人工呼吸器装着難病患者災害時支援指針，2006.

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw12/documents/000060788.pdf（検索日 2012 年 2 月 8日）
5） 厚生労働省精神・神経研究委託費　筋ジストロフィーの療養と自立支援のシステム構築に関する研究．神

経筋難病　災害時支援ガイドライン「在宅人工呼吸器装着患者の緊急避難体制」，2007.
http://www.jmda.or.jp/4/4-pdf/saigai-guide.pdf（検索日 2012 年 2 月 8日）

6） 厚生労働科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業　重症難病患者の地域医療体制の構築に関する研究班．
災害時難病患者に対する支援体制のサポートプロジェクト（アンケート）．総括・分担研究報告書，2008:
p110–112.

■ 検索式・参考にした二次資料
医中誌（検索 2012 年 2 月 8日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL) ORアミトロ/AL OR "amyotrophic lateral sclerosis" AND
(災害/TH or 災害/AL) OR (災厄/AL or 災禍/AL or 災難/AL or 危難/AL or 災い/AL) OR (火災/TH or 火災
/AL) OR (地震/TH or 地震/AL) OR (地震/TH or 震災/AL) AND (DT=2000: 2012 PT=会議録除く CK=ヒト)
検索結果　23 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
("筋萎縮性側索硬化症"/AL or "アミトロ"/AL or "筋萎縮側索硬化"/AL or "筋萎縮側索硬化症"/AL or "筋萎縮性
側索硬化"/AL or "ALS"/AL or "Aran-Duchenne病"/AL or "Aran-Duchenne筋萎縮"/AL or "Charcot病"/AL or
"Lou Gehrig病"/AL) AND ("災害"/AL or "危難"/AL or "災い"/AL or "災厄"/AL or "災禍"/AL or "災難"/AL or
地震/AL or 火災/AL or 震災/AL or 足踏み式吸引器/AL or 足踏式吸引器/AL) AND (2000-2012/PY) AND (ヒト
/CW) NOT (C/DT OR d2/DT)
検索結果　44 件
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❶人工呼吸器の内部バッテリーの有無，駆動時間，外部バッテリーの準備・駆動時間・
充電に必要な時間などを確認しておく（グレード C1）．

■ 解説・エビデンス
災害時の停電は，在宅人工呼吸器患者にとって生命の危機に直結するため，平常時から停電

に備えた対策が必要である 1）（エビデンスレベルⅥ）．使用中の人工呼吸器について内部バッテ
リーの有無とバッテリー駆動時間をチェックする．さらに，外部バッテリーを準備し，その駆
動時間と充電に必要な時間を確認しておく 2）（エビデンスレベルⅤ）．外部バッテリーは，順次
充電しなければならない事態も想定し，複数準備するとよい．長時間の停電が予想される場合
は，外部バッテリーのみでは対応が困難なためインバーター発電機の使用が望ましい．また，
電力復旧の遅れも想定し発電機の燃料も数日分備蓄しておく 3）（エビデンスレベルⅥ）．人工呼
吸器を使用している場合は，吸引器や電動ベッドなど，ほかにも電力が必要な医療機器を使用
している場合が多いので，それらの電力をまかなえる発電機があるとよい．バッテリーや発電
機は，購入後も定期点検を忘れてはならない．発電機を使用できない場合はシガーライターケー
ブルを使用する．患者個人で購入が困難な場合や長時間の停電が予想される場合は，医療機関
へ移送することも事前に検討しておく．仮に電源を確保できず人工呼吸器が使用不能の場合は，
アンビューバッグを使用しなければならないため，患者の傍に常備し，正しい使用方法を家族
や支援関係者に指導しておく．
災害の規模や被災地の医療状況によっては，電源確保の問題も含め，医療依存度の高い人工

呼吸器装着患者に安定した医療や看護を提供できない場合がある．その場合は，いったん，患
者をほかの地域の医療機関に広域搬送しなければならないことも予想される．広域搬送時，特
に空路を使用する際の人工呼吸器の電源確保や注意点については東日本大震災での経験が参考
になる 4〜6）（エビデンスレベルⅤ）．通常のヘリコプターには電源がないことが多く，あったと
しても人工呼吸器に適した電源であるか否か確認が必要である．飛行時間をあらかじめ確認し，
それに対応できるだけのバッテリーや代替器が必要となる．飛行高度によっては気圧低下が起
こり，酸素飽和度や気管カニューレのカフ圧が変わり，また，機体の振動によって排痰量が増
加することもあるため，それに対応できるようにカフ圧の調整や吸引器や酸素などを準備して
おく．吸引器や輸注ポンプが必要な場合はそれぞれにバッテリーが必要となる．災害時患者受
け入れ施設のマッチングや支援チームの派遣については，日本神経学会が災害支援ネットワー
クを策定している 7）（エビデンスレベルⅥ）．

災害時に在宅医療機器の電源をどう確保するか

Clinical Question 10-9 10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処
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■ 文献
1） 西澤正豊．災害時難病患者支援計画を策定するための指針，難病情報センター，2008.

http://www.nanbyou.or.jp/pdf/saigai.pdf
2） 桑山和茂．医療機器会社から（1）東日本大震災と難病〜今何をすべきか．資料名，2011: p42–45.
3） 厚生労働省精神・神経研究委託費　筋ジストロフィーの療養と自立支援のシステム構築に関する研究．神

経筋難病　災害時支援ガイドライン「在宅人工呼吸器装着患者の緊急避難体制」，2007.
http://www.jmda.or.jp/4/4-pdf/saigai-guide.pdf

4） 中島　孝．神経難病患者の災害時の対応—二回の地震と東日本大震災への支援経験から—．神経治療学.
2012; 29: 207–211.

5） 今井尚志．人工呼吸器装着 ALS（筋萎縮性側索硬化症）患者の遠隔地避難．難病と在宅ケア. 2011; 17 (6):
17–20.

6） 荻野美恵子．後方支援の経験からの問題点．神経治療学. 2012; 29: 227–230.
7） 日本神経学会　http://www.neurology-jp.org/

■ 検索式・参考にした二次資料
医中誌（検索 2012 年 2 月 8日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL) orアミトロ/AL or ("筋萎縮性側索硬化症"/TH or "amy-
otrophic lateral sclerosis"/AL) and ((災害/TH or 災害/AL) or 災厄/AL or 災禍/AL or 災難/AL or 危難/AL or
災い/AL）or (火災/TH or 火災/AL) or (地震/TH or 地震/AL) or (地震/TH or 震災/AL) and (電池/TH or バッ
テリー/AL) or (電力供給装置/TH or 電源/AL) or インバーター/AL or 発電機/AL or 無停電装置/AL or 無停電
電源装置/AL or (電力供給装置/TH or 電力供給装置/AL) or (広域搬送/AL or 広域医療搬送/AL) or (人工呼吸器
/TH or 人工呼吸器/AL) or 人工呼吸装置/AL or (人工呼吸器/TH or レスピレータ/AL) or 呼吸回復装置/AL ）
and (DT=2000: 2012 PT=会議録除く CK=ヒト) 
検索結果　11 件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
("災害"/AL OR "危難"/AL OR "災い"/AL OR "災厄"/AL OR "災禍"/AL OR "災難"/AL OR 地震/AL or 火災/AL
or 震災/AL or 足踏み式吸引器/AL or 足踏式吸引器/AL or 緊急/AL) AND ("筋萎縮性側索硬化症"/AL OR "アミ
トロ"/AL OR "筋萎縮側索硬化"/AL OR "筋萎縮側索硬化症"/AL OR "筋萎縮性側索硬化"/AL OR " ALS "/AL OR
"Aran-Duchenne病"/AL OR "Aran-Duchenne筋萎縮"/AL OR "Charcot病"/AL OR "Lou Gehrig病"/AL) AND
(広域搬送/AL or 広域医療搬送/AL ORバッテリー/AL or インバーター/AL or 電源/AL or 発電機/AL OR "人
工呼吸器"/AL OR "レスピレータ"/AL OR "人工呼吸装置"/AL OR "呼吸回復装置"/AL) AND (2000-2012/PY)
AND (ヒト/CW) NOT (C/DT OR d2/DT)
検索結果　63 件

文献 1〜3），6），7）はハンドサーチにより付け加えた．
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10．難病ネットワーク，福祉サービス，災害時の対処

�
難
病
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ほ
か

�外来診療においては通常の再診料のほかに，月に 1 回に限り難病外来指導管理料を
請求できる．

�入院診療においては各入院形態に即した入院基本料のほかに難病等特別入院診療加
算・特殊疾患入院施設管理加算等が請求できる場合がある．

■ 背景・目的
難病医療は介護も重度となり，医療的処置を必要とすることが多いため，多大な人的，物的

資源の提供が必要である．難病医療を持続可能とするためには診療報酬上の知識も必要である．

■ 解説・エビデンス
これまでの経緯から難病は様々な加算をつけることで，診療報酬上の評価が行われてきた．

平成 24 年度診療報酬改定を元に算定可能な加算点数などを列挙する（表 1）（平成 25 年 3月時
点）1）．
難治性疾患の医療費構造に関する研究によると，診療 1日あたりの請求額は入院国保連合約

29,637 円，社保 32,810 円（医科 31,496 円，DPC 43,588 円），外来約 5万円であった．また，在
宅で人工呼吸器を使用することでそれまでより 75 万円医療費が高額となり，介護費も進行につ
れて高額となり，人工呼吸装着しての全介助では約 1,000〜2,000 万円/年の介護費用がかかって
いるが，自己負担額は 100 万円/年程度であった 2〜5）．
これまでの出来高算定では主に看護基準と医療材料に点数がついており，手間のかかり具合

についての評価があるわけではない．患者の QOLの向上を目指す治療の多くは診療報酬上反映
されておらず，よい医療を志すと医療者の負担が大きくなるのが現状である．

■ 文献
1） 杉本恵申（編）．診療点数早見表 2012 年 4 月版，医学通信社，東京，2012.
2） 荻野美恵子．難治性疾患の医療費構造に関する研究　「難治性疾患の医療費構造に関する研究」平成 22

年度総括・分担研究報告書　別冊，2011: p54.
3） 山下和彦．難治性疾患の医療費分析の方法と解析に関する検討．「難治性疾患の医療費構造に関する研究」

平成 22 年度総括・分担研究報告書，2011: p59–70.
4） 小野沢滋．難病患者の在宅医療にかかる医療費・介護費についての研究．「難治性疾患の医療費構造に関す

る研究」平成 22 年度総括・分担研究報告書，2011: p98–105.
5） 内田智久，相澤勝健，菊池　豊，ほか．筋萎縮性側索硬化症患者における療養形態別の経済的自己負担．

神経治療学. 2011; 28: 83–87.

ALSの診療報酬はどのようになっているか
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■ 検索式・参考にした二次資料
医中誌（検索 2012 年 2 月 2日）
(筋萎縮性側索硬化症/TH or 筋萎縮性側索硬化症/AL or アミトロ/AL or "amyotrophic lateral sclerosis"/AL)
and (診療報酬/TH or 診療報酬/AL or 保険点数/AL or 診療費/TH or 診療費/AL) and (DT=2000: 2012 and PT=
会議録除く and CK=ヒト)
検索結果　7件

JMEDPlus（検索 2012 年 1 月 28 日）
(筋萎縮性側索硬化症/AL OR アミトロ/AL OR 筋萎縮側索硬化/AL OR 筋萎縮側索硬化症/AL OR 筋萎縮性側索
硬化/AL OR ALS/AL OR "Aran-Duchenne病"/AL OR "Aran-Duchenne筋萎縮"/AL OR "Charcot病"/AL OR
"Lou Gehrig 病 "/AL) AND (診療報酬/AL or 保険点数/AL) AND ((2000-2012/PY) AND (ヒト/CW) NOT
(C/DT OR d2/DT))
検索結果　20 件

文献 1），2），4）はハンドサーチにより付け加えた．

表1　算定可能な加算点数など
ALSで算定する可能性のある入院形態（それぞれ施設要件あり）
　　DPC算定病棟　MDC01　0155　運動ニューロン疾患等
　　一般病棟入院基本料　A100
　　特定機能病院入院基本料　A104
　　障害者施設等入院基本料　A106
　　特殊疾患入院医療管理料　A306
　　特殊疾患病棟入院料　A309
　　療養病棟入院基本料　A101
　　有床診療所入院基本料　A108
　　有床診療所療養病床入院基本料　A109
ALSで算定することの多い入院加算
　　難病等特別入院診療加算　A210
　　特殊疾患入院施設管理加算　A211
　　超重症児（者）入院診療加算・準超重症児（者）入院診療加算　A212
　　重症者等療養環境特別加算　A221
　　患者サポート体制充実加算　A234‒3
　　退院調整加算　A238
ALSで算定することの多い医学管理等
　　難病外来指導管理料　B001　7
　　在宅療養指導料　B001　13
　　退院時共同指導料　B004　B005
ALSで算定することのある在宅療養指導管理料等（同時に請求する材料加算）
　　在宅酸素療養指導管理料　C103（C157，C158）
　　在宅成分栄養経管栄養法指導管理料　C105（C162）
　　在宅人工呼吸指導管理料　C107（C164，C170）
　　在宅気管切開患者指導管理料　C112（C169）
ALSで算定する可能性のある在宅療養指導管理材料加算等
　　酸素ボンベ加算　C157
　　酸素濃縮装置加算　C158
　　在宅経管栄養法用栄養管セット加算　C162
　　人工呼吸器加算　C164
　　気管切開用人工鼻加算　C169
　　排痰装置加算　C170
　　在宅寝たきり患者処置用気管内ディスポーザブルカテーテル　C300　003
　　在宅寝たきり患者処置用栄養用ディスポーザブルカテーテル　C300　005


