
 

  No.399                                                                           長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）          2014年（平成26年）5月25日    （5）    

 診療内容 

Ｄ 検査・画像診断 

 1. 検査については、診療上必要がある

と認められる場合に行うものであるた

め、実施する際はその必要性を十分に

考慮し、最小限度で行うとともに、そ

の必要性を診療録に記載すること。 

 2. 初診時に、医学的根拠のある臨床所

見が不十分な疑い病名を付け、それに

関連した検査を実施しているものが認

められた。検査は必要に応じ段階を踏

んで実施すること。 

 3. 糞便ヘモグロビン定性検査につい

て､必要性が認められないにもかかわら

ず｢下部消化管出血の疑い｣の傷病名を

付けて実施している例が認められた｡  

4. 骨型アルカリホスファターゼ(BAP)に

ついて、検査の必要性を認める所見の

記載が不十分な例が認められたので改

めること。検査を実施する際は，その

必要性を十分に考慮し、個々の症状、

所見に応じその都度必要な項目を選択

し、段階を踏んで、最小限度で、行う

こと。 

 5. へリコバクター・ピロリ抗体検査に

ついて、胃潰瘍の確定診断がされてい

ないにもかかわらず実施しているもの

が認められたので、改めること。  

 6. 腫瘍マーカー検査は､他の検査結果

等から悪性腫瘍が強く疑われる場合の

みに実施すること｡また､検査を実施す

る際はその必要性を十分に考慮し､段階

を踏んで最小限度で行うこと｡ 

 ①腫瘍マーカー検査について、画一的

に実施している例が認められる。②検

査の必要性の症状詳記が不十分な例が

 診療報酬の改定時は４月14

日までに施設基準を届け出れ

４月１日に遡り届出が受理さ

れる。新設の施設基準関係の

事務処理の関係で関東信越厚

生局長野事務所の４月１日付

施設基準届出受理医療機関名

簿が公開されたの５月19日

だった。今回は歯科で、県保

険医協会で実施してきた研修
 

 

 平成24年度の個別指導指摘事項(医科)は、長野県保険医協会が個別指導関係行政文

書の開示請求で得た関東信越厚生局長野事務所分の各医療機関に対する指導結果通

知の内容を項目ごとに整理したもの。指導内容については医療機関の診療傾向や患

者の状態等、結果通知のみからでは判断できない様々な要因があって指摘される場

合が多い。特に検査・投薬・注射等は指摘事項文章のみを取り上げて一律に医学的

な是非を問うことはできない。その点に留意の上、参考資料としていただきたい。 

診療科名※1 郵便番号 電　話 開設者 ・ 管理者※2 従事※3 病床 指定日※4

西和田 林クリニック
外 他 外科(内視鏡) 消外
肛外 腫瘍内科 放射線診断

381-0037 長野市西和田 1-5-14 026-263-0884 個人・林　賢 常勤1 無 2014/5/1

コスモス在宅クリニック 内 外 380-0928
長野市若里三丁目10番40号 若里か
んかん一番館2Ｆ

026-217-6990
医療法人コスモス会理事
長清水隆 ・清水 隆

常勤1
非常勤1

無 2014/5/1

森の診療室 皮 形外 他 美容皮膚科 389-0102 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢308-10267-41-6714 個人・井上 尚子 常勤1 無 2014/5/1

とおやま歯科  歯 390-0847 松本市笹部３丁目13－53－2 0263-87-8642 個人・遠山 周明 常勤2 無 2014/5/1

城歯科クリニック  歯 小歯 矯歯 歯外 395-0001 飯田市座光寺1810番地１番 0265-52-0055 個人・松村 真太郎 常勤2 無 2014/5/1

ＪＡみなみ信州阿南歯科診療所 歯 399-0745 下伊那郡阿南町富草4216番地１ 0263-53-7600
みなみ信州農業協同組
合代表理事組合長矢澤
輝海 ・石田 健

常勤1 無 2014/5/1

名　　　　称 所　　在　　地

※1診療科名は頭文字又は略記載. ※2開設者が個人の場合は開設・管理者は同一. ※3従事の形態で病院・診療所は医師数,歯科併設は区分明記,歯科診療所は歯科医師数. ※4指定期間は指定日より 6年.

 関東信越厚生局のホームページで公開

の保険医療機関指定状況から長野事務所

関係の医科と歯科の新規指定分を紹介し

ている。４月中の申請での新規分は下記

の通り医科3件、歯科3件。(氏名敬称略) 

会とも関係する「歯科外来診療環境体制

加算(外来環)」及び「在宅療養支援歯科

診療所(歯援診)」、新設となった「在宅

かかりつけ歯科診療所加算(在か診)」、

「ＣＡＤ/ＣＡＭ冠 (歯ＣＡＤ)」、「歯科リハビ

リテーション２(歯リ2）」の５つについて届出

状況を下表にまとめた。表で各施設基準

の名称は略称記載とした。 

「歯ＣＡＤ」と「歯リ2」は関係施設との

連携による届出が多いと見られる。  認められたので留意すること。③検査

の必要性を認める臨床所見の記載が不

十分なものが認められたので、改める

こと。 

 7. 肝炎ウィルス関連検査(HBs抗原定

性・判定量、 HCV 抗体定性・定量)に

ついて、検査の必要性の記載が不十分

な例が認められたので改めること。 

 8. H IV 抗体検査の実施にあたっては、

患者の同意を得て同意書等を徴取した

上で行うこと 

 9. 血液型検査(ABO血液型)について、

局部麻酔下で施行する手術の術前に実

施しているものが認められた。血液型

検査は輸血をする場合など、その必要

性を十分検討して実施すること。 

10. 算定要件を満たさない細菌薬剤感受

性検査（3菌種以上）が認められたので

改めること。 

11. 超音波検査・心電図検査を実施した

場合は､結果の所見を診療録に記載する

こと｡ 

12. 超音波検査の検査結果について、検

査記録が保存されていない例が認めら

れたので、保険医療機関及び保険医療

療養担当規則に基づき適正に保存する

こと。 

13. 必要性が認められない胃・十二指腸

ファイバースコピーの粘膜点墨加算を

算定している例が認められたので改め

ること。  

14. 屈折検査結果の所見について､診療

録記載が不十分な例が一部見受けられ

たので､注意すること｡ 

15. 動的量的視野検査（両眼）の実施に

ついて､検査の必要性の診療録への記載

が不十分な例が一部見受けられたので､

注意すること。 

16. 検査に使用した検査薬に適応外使用

が認められたので､改めること｡ 

① 散瞳が必要な傷病名がないにも拘わ

らず使用したネオシネジンコーワ５％点

眼液0.4ml  

17. 必要性が認められない前房隅角検査

を算定している例が認められたので改

めること。 

18. 有料老人ホーム入所時の健康診断に

かかる検査を保険請求しているものが

認められたので、改めること。  

19. 画像診断を行った場合は､必要性の

所見を診療録に記載すること｡ 

20. 胸部エックス線撮影について、診療

録に検査所見の記載がないものが認め

られたので、改めること。 

Ｅ 投薬・注射 

 1. 診察所見が診療録に記載されていな

いにもかかわらず投薬している例が認め

られた｡投薬は適切な診断､検査による疾

患の管理､検査結果による根拠に基づき

治療方針を検討したうえで､適切に実施

すること｡ 

 ①バクタ(内服) 

 2. 特定疾患処方管理加算について、患

者の主病ではない疾病に対して算定し

ているので改めること。 

 3. 注射を行った場合は､必要性の所見

を診療録に記載すること｡特に､ビタミ

ン剤の投与については､医師が当該ビタ

ミン剤の投与が有効であると判断し､適

正に投与された場合に限り算定できる

ので注意すること｡  

 4.診断根拠が診療録に記載されていな

いにもかかわらず注射を実施している

例が認められた｡注射は適切な診断、検

査による疾患の管理､検査結果による根

拠に基づき治療方針を検討したうえで､

適切に実施すること｡ 

 ①プリンク注シリンジ  

 5. ガスター注射液について、適応症以

外(出血を伴わない胃炎)の患者に対し

で投与していた例が認められたので、

改めること。   

Ｆ リハビリテーション 

 1. 脳血管疾患等リハビリテーション料

(I)について、実施時聞が全て 20分と

記載されている例が見られたので、実

際の実施時間を記載するよう改めるこ

と。 

 2. リハビリテーション総合実施計画書

の作成にあたっては、専任のリハビリ

担当医も関与すること。 

Ｇ 精神科専門療法 

 1. 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管

理料について､診療録に治療計画､及び

指導内容の要点記載が不十分な例が認

められたので改めること｡ 

 2. 持続性抗精神病注射薬剤治療指導管

理料について、医師の指示により算定

したことが明確になるよう診療録に算

定項目を明記すること。 

Ｈ 処置・手術 

 1. 皮膚科光線療法について、診療録に

記載されていない例が認められたの

で、処置内容は必ず診療録に記載する

こと。  

 2. 耳垢栓塞除去（複雑なもの）の処置

について、診療録への記載が不十分な

例が見られたので改めること。 

 3. 結膜異物除去について、不適切な例

が認められたので改めること。 

以下は、最終回となる次号。 

機関数 外来環(%) 歯援診(%) 在か診 歯ＣＡＤ(%) 歯リ２(%)
歯　科　診　療　所 1,019 313(30.7) 204(20.0) 15 196(19.2) 143(14.0)

病院 37 22(59.5) 7(19.8) 24(64.9)
診療所 16 2(12.5) 1(6.3) 0 2(12.5) 2(12.5)

1,072 337(31.4) 205(19.1) 169(15.8)
歯科診療所＋歯科併設診療所 1,035 315(30.4) 205(19.8) 15 198(19.1) 145(14.0)

歯科での５つの施設基準の届出状況　-長野県分2014.4.1現在-

※関東信越厚生局長野事務所のホームページに5月19日にアップされた4月1日付の施設基準の届出受
理医療機関名簿より各施設基準届出の医療機関を抽出しカウントする形で作成。
※「在か診」は診療所対象の「歯援診」の医療機関を母体とするため件数のみ記載した。

歯科併設

区　　　　分

計

施設基準の名称（略称で記載）と届出数医療機関


