
  長野県保険医協会が歯科開業医会員の

うちファクシミリ登録有の会員を対象に

当初締切日を１週間ほど延期、10月2日～

17日にかけてアンケートを実施、21％の回答を得

た。診療報酬、患者数、審査関係にわたるアン

ケートの後段部分の審査関係（突合・縦覧点

検）を紹介する。なお、本紙前号で「対象」のと

ころで発送数が依頼数と同じ数となる誤りがあっ

たので「対象者」部分を訂正して再掲載した。 

 電子請求レセプトの突合・縦覧点検が始めら

れていることを「知っている」は82.3％と高かっ

た(問6)が、次の質問で、その具体的内容につい

て聞くと、

「十分知っ

ている」は

12.5％と低く

なって「多

少知っている」が56.3％と大半になっていた(問

7)。 

 突合・縦覧点検について賛成・

反対を聞いた問８では、「反対」

36.5%、僅差で「分からない」34.4%

が続き、「賛成」は9％程で少な

かった。その他で記載ありは「仕

方がない」（2名）、「紙レセの医

院と差が出ることが納得できな

い」（1名）。 

「所見なきカルテ」といわれる本

年４月診療分からの電子請求での算定日記載についての対応を聞いた問9では、「算

定ルールを再確認後、請求を行なう」が65％

と多数だった。また「レセコンで対応」が

12%ほどあった。「その他」等での記載あり

は、「手書請求に戻す」「保険をやめる」

「悪法とはいえルールはルールとして最低

発送数 依頼数※ 回答者 回収率％※※
496人 455人 96人 21.1%

※41件の不達分を除いた数.※※回収率は回答/依頼数.

対象者：歯科開業医会員（ファクシミリ登録あり）

限守らなければならない身勝手な解釈

は危険と思う」「紙レセでの算定日記

載を行わない限り電子レセでも行うべ

きではない」が各１名あった。 

 最後の問10だけは、電子請求を既に

行なっている医療機関に聞いた。ここ

で「無回答」を含めた集計を出してい

るが、また「無回答」自体が査定と返

戻で数も異なっているが、これを電子

請求未実施の医療機関と推定し、回答

者の医療機関のうち60前後を電子請求

の医療機関とみてみると、査定が１割

強、返戻が１割弱ほど出ていることに

なる。 

 査定について具体的に記載のあった

ものは、「同月内で基本検査前のス

ケーリング歯管(ルール違反ですが)」

「以前の保険で初診月にＣで歯管をと

り、再診月にＰで歯管をとった場合、

歯管の査定」「初診月でＣ病名で歯管

をとり、再診月でＧ病名でＴＢＩをし

たら、遡って歯管の査定」「ＳＰＴ」

機械的歯面清掃が前月算定済で」「縦

覧で２年遡り査定」「中４枚以上あい

回答（選択肢順） 件数 ％
知っている 79 82.3%
知らない 14 14.6%
分からない 1 1.0%
※無回答 2 2.1%

計 96 100%

今年の２月診療分から電子請求レ
セプトについては、突合・縦覧点検
が始められていることをご存知で
すか【問6】

回答（選択肢順） 件数 ％
十分知っている 12 12.5%
多少知っている 54 56.3%
ほとんど知らない 18 18.8%
知らない 9 9.4%
※無回答 3 3.1%

計 96 100%

電子請求レセプト突合・縦覧点検
の具体的内容をご存知ですか【問
７】

回答（選択肢順） 件数 ％
賛成 9 9.4%
反対 35 36.5%
どちらとも言えない 33 18.8%
分からない 12 34.4%
その他 3 12.5%
※無回答 4 4.2%

計 96 100%

電子請求レセプトの突合・縦覧
点検についてどのように考えら
れますか【問8】

件数 ％
62 64.6%
12 12.5%
6 6.3%
9 9.4%
3 3.1%
4 4.2%
96 100%

分からない
その他
※無回答

計

回答（選択肢順）
算定ルールを再確認後､請求を行う
レセコンでの対応
従来の請求を変えない

電子請求のレセプト突合・縦覧点検に伴い、
算定日の記載など保険診療の算定ルールに
則っていない請求について、返戻や査定の増
加が予想されます.先生はどのように対応され
ますか【問9】

回答 査定 返戻 査定％ 返戻％
はい 9 5 9.4% 5.2%
いいえ 54 53 56.3% 55.2%
※無回答 33 38 34.4% 39.6%
計 96 96 100% 100%

電子請求を行っている先生に伺いま
す。突合・縦覧点検の査定・返戻の
事例はありましたか【問10】

 

 

 

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（平成22年3月26日保医発0326第3号）
　診療報酬明細書の記載要領に関する事項
　(38) その他 ※歯科は（34）その他の「テ」
ナ　電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療
養の給付等の請求を行なう保険医療機関については、請求する各点数の算定日を
記録して請求するものとする。ただし、平成24年3月診療分までの間は、その記録を
省略するものとし、本通知の各規定により「摘要」欄に算定日を記載することとされ
ている点数については、各規定に従い、「摘要」欄に算定日を記載する。

「診療報酬請求書等の記載要領等について」（平成24年3月26日保医発0326第２号）
　診療報酬明細書の記載要領に関する事項
　(38) その他　※歯科は（34）その他の「テ」
ニ　電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養
の給付等の請求を行う場合については、請求する各点数の算定日ごとに回数を記
録して請求するものとし、各規定により「摘要」欄に算定日（初回算定日及び前回算
定日等の当該請求月以外の算定日を除く。）を記載することとされている点数につ
いては、その記録を省略することができる。ただし、平成24年３月診療以前分につ
いては、「摘要」欄に算定日を記載することとされている点数の各規定に従い、「摘
要」欄に算定日を記録すること。

↓（レセコン対応などから1年の猶予をおいて実施）

電子レセプトでの算定日記載の経過を請求書等の記載要領通知で振り返る

た歯管査

定」「再

充填の査

定、薬の

査定」な

ど。また

「まだな

いが、口

腔外科的

な疾患処

置等など

の性格上

経過観察

が長くな

ることが

多く、それを再診のみで引き延ばして

いるととられているらしいが、とんで

もない。口腔外科を知らない審査員の

誤解である。口腔外科専門医指導医の

方には加点をしてもらいたい」との訴

えもあった。 

上は24年4月改定の新点数検討会

で医科歯科とも各会場で配布の

保団連資料冊子（東京保険医協

会の診療研究4月号より抜き刷り

のB５の12p冊子）在庫あり→請求

は長野協会へ 

 

京都協会が刊行の本 増刷完了 

 韓国への視察を元に、韓米ＦＴＡから見

えてくるＴＰＰの日本の医療への影響を論

じた本邦初の単行本。 

 米営利企業の参入で薬剤費・医療材料

費は高騰し、「誰でも、いつでも、どこ

でも」安心し

て医療を受け

られる日本の

国民皆保険制度は空洞化

する。 

 「国民皆保険制度のせい

で商売が出来ない」と米

国企業が日本政府を訴え

る̶̶ ̶そんな無謀がまかり

通るＴＰＰを許せますか！？ 

  指導対策必携の追補版で対応 

 診療報酬の審査での歯科関係の突

合・縦覧点検、算定日記載について、

保団連では2010年８月刊行の歯科指導対

策必携改定第７版の「カルテ記載を中

心とした指導対策テキスト」の追補版

を刊行、対応することにしている。長

野県保険医協会では、同追補版が確定

次第、新聞添付等で開業医会員に配布

の予定だ。 

 また保団連では、電子レセプト点検

用の「歯科電子レセプトビューア」も

現在モニター実施中で、モニター実施

者の評価が出次第、本紙でも紹介して

いきたい。 

  ～韓米ＦＴＡに学んだ 

      医療者からの訴え～ 

京都府保険医協会 編 

定価 1,050円(かもがわ出版） 

 

  No.３８２                                                 長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）   2012年（平成24年）12月25日  （３）                  

  半世紀のあいだ、その時代、時代

の〈家族〉と向き合って来た山田

洋次監督が、いま2012年の家族を

描く山田洋次監督「家族」映画の

集大成 

 時にやさしく温かく、時に厳し

くほろ苦く、家族を見つめ続けて

きた山田洋次監督。『家族』、『幸

福の黄色いハンカチ』、『息子』、

『学校』シリーズ、『おとうと』、

そして『男はつらいよ』シリーズ 

ー そこには時代によってうつ

りゆく日本の家族の様々な姿が

刻みつけられています。 

 監督作81本目となる最新作『東京

家族』は、日本映画史上最も重要な

作品の一つで、2012年に世界の映画監督が

選ぶ最も優れた映画第1位に選ばれた『東

京物語』をモチーフにした、（今の家族）

の物語です。…………左チラシより 

 この映画『東京家族』の特別イン

ナー鑑賞券は1,000円。劇場窓口・プ

レイガイド等での前売り券が1,300円の

ため、300円お得。インナー鑑賞券にて

映画「東京家族」のＢ４二つ折りチラシより 

2013年新春１月19日より上映の全国の各

館にて鑑賞できます。長野県内の上映館

は写真掲載した映画チラシの下に記載。 

 申し込みは、県保険医協会へ。 

県下は、長野グランドシネマズ

(026-233-3415) TOHOシネマズ上田

(0268-29-1040) 佐久Ａｍシネマ

(0267-66-1622) 岡谷スカラ座

(0266-22-2773) アイシティシネ

マ(0263-97-3892) 長野ロキシー

(026-232-3016) 松本シネマライ

ツ(0263-24-0122)の各館で、新春

１月19日より上映。 

 

 

2013年4月1日加入分受付中 
   1月末締め切り 

 


