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 診療内容のHの続き 

Ｈ 処置・手術 

 4. 網膜光凝固術について、(通常のも

の)で算定すべきところ、(その他特殊

なもの)で算定している例が認められた

ので改めること。 

Ｉ 入院時食事療法 

 1. 検食簿の検食者名の記載もれが散見

されるため、もれなく記載すること。 

 2. 在庫品受払簿を作成すること。 

Ⅲ その他 

Ａ 一部負担金 

 1. 診療録の記載と一部負担金に差異が

認められたので改めること。 

 2. 一部負担金について、徴収していな

い例が認められたので適正に取り扱う

こと。  

 3. 一部負担金について、一部過徴収し

ている例が認められたので適正に取り

扱うこと。 

 4. 会計後に生じた一部負担金につい

て､100円未満の過不足分が処理されてい

ない例が多数認められたので､適正に処

理すること｡ 

 5. 一部負担金について、患者ごとの徴

収額が記載された日計表等を作成し、

適正に管理すること。  

 6. 一部負担金について、患者ごとの徴

収額が記載された日計表等を作成し、適

正に管理すること。 

 7. 一部負担金の未収金の管理について

は､日計表等に未収金の欄を設けるなど

の方法により行うこと｡ 

Ｂ 届出事項 

 1. 届出されていない保険医が認められ

たので、速やかに関東信越厚生局長あて

届出すること。  

 2. 診療時間の変更届が提出されていな

いので、速やかに関東信越厚生局長あ

て届出すること。  

 3. 診療科目の変更届が提出されていな

いので､速やかに関東信越厚生局長あて

 関東信越厚生局長野事務

所のホームページで公開さ

れている施設基準の届出受

理状況より、本年４月改定

にて特徴的な医科の施設基

準の届出件数をまとめた。 

 再診料の加算である地域

包括診療加算(診療所のみ

届出可)が５月1日時点で173

件と、休止中を除く診療所

(1,296件）の13.3％が届出を

行っていた。４月１日時点

では同

168 件

であり、４月から

５月の１ヵ月では

５件増えている。

地域包括診療料は

病院・診療所あわ

せて届出は１件の

みであった。 

 強化型以外の在

宅療養支援診療

所・支援病院で届

出できる在宅療養

実績加算の届出は5

月1日現在で23件

と、強化型以外の

支援診･支援病のう

ち約11.6％が届出

を行った。 

 また、脳血管疾

患等リハビリテー

 
 

 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

内　　眼　 脳外 381-0401 下高井郡山ノ内町平穏２８６１番地３ 0269-33-2360 個人・城下 博夫 常勤2、非常勤1 無 2014/6/1

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.

城 下 医 院

 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1件。(氏名敬称略) 

ション料及び運動器リハビリテーショ

ン料について、４月改定で、要介護

者・要支援者に対する外来での維持期

リハビリテーションは介護保険の通所

リハビリの実績を届け出た医療機関以

外は90/100で算定することとなったが、

通所リハの実績を届け出ているのは、

脳血管疾患等リハ、運動器リハのいず

れかを届け出ている医療機関（156件）

の16％となっている。 

(なお、歯科は4月1日付の施設基準届出

受理状況を前号5面で紹介済。) 

届出すること｡ 

 4.届出されていない標榜診療科「呼吸

器科」「アレルギー科」が認められた

ので、速やかに関東信越厚生局長あて

届出すること。 

Ｃ 院内掲示 

 1. 標榜診療時間、標榜診療科について、

①適正な診療時間を掲示すること。 

②午後の診療時間を掲示すること。 

③「リハビリテーション科」の掲示がな

いので適切に掲示すること。 

 2. 「明細書発行体制等加算」について

患者に周知するため、保発0305第2号

(平成24年3月5日)に基づき適正に院内

に掲示すること。 

 3. 明細書の発行について、希望する患

者には発行する旨、及び費用徴収の有

無・費用徴収する場合の金額を院内掲

示で明示すること。 

 4. 明細書の交付について患者に周知す

るため、保発0305第2号（平成24年3

月5日）に基づき適正に院内に掲示する

こと。  

 5. 「時間外対応加算1」について、対

応者、緊急時の対応体制、連絡先等に

ついて院内掲示、連絡先を記載した文

書の配布、診察券への記載等により患

者に対し周知を図ること。 

 6. 「時間外対応加算2」 について、

対応者、緊急時の対応体制、連絡先等

についての院内掲示、連絡先を記載し

た文書の配布、診察券への記載等によ

り患者に対し周知を図ること。  

 7. 「コンタクトレンズ検査料1」につ

いて、コンタクトレンズ検査料を含む

診療に係る費用について、患者の求め

があった場合には説明を行う旨を院内

へ掲示すること。  

 8. 後発医薬品使用体制加算について、

入院及び外来において後発医薬品の使

用に積極的に取り組んでいる旨の掲示

がもれていたので、受付及び支払窓口

の見やすい場所に掲示すること。 

 9. 保険外負担の一部について掲示がも

れていたので掲示すること。(インフル

エンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン、B

ＢＩＯ(筋力測定)、キレーション） 

10. 届出している施設基準について、院

内へ掲示すること。①「夜間・早朝等

加算」 ②「明細書発行体制等加算」 

③「時間外対応加算1」、「時間外対応

加算2」 ④「がん治療連携指導料」 ⑤

「外来リハビリテーション診療料」 ⑥

「ロービジョン検査判断料」 ⑦「脳血

管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)」 

11. 届出をしている施設基準について院

内掲示を改めること。①「時間外対応

加算1」が「地域貢献加算」となってい

るので改めること。②「時間外対応加

算2」が「地域貢献加算」となっている

ので改めること。③「在宅時医学総合

管理料又は特定施設入居時等医学総合

管理料」が「在宅時医学管理料」と

なっているので改めること。④「在宅

がん医療総合診療料」が「在宅末期医

療総合診療料」となっているので改め

ること。 

12. 施設基準の届出の必要がなく、誤っ

た名称での項目を院内掲示している

「在宅酸素療法管理料」「睡眠時無呼

吸症候群治療管理料」について、院内

掲示から削除すること。 

13. すでに廃止している「栄養管理実施

加算」について院内掲示されているの

で、院内の掲示から外すこと。 

Ｄ その他 

 1. 患者から不適切な保険外負担を徴収

していた部分については、患者に返還す

ること。 

 2. 日計表において医師の自己診療が認

められたので、医師は必ず、別の医師

の診療に基づいた検査・投薬・注射等

を受けること。 

 

3月1日 4月1日 5月1日

- 168 173
- 1 1

2 2 2
56 64 64
200 196 196

★在宅療養実績加算 - 22 23

4 4 4
13 14 14
2 2 2

★在宅療養実績加算 - 0 0
- 4 4
- 3 3
114 117 117
- 21 22
151 151 151
- 24 25
33 34 33

- 3 4

- 0 1

★は2014年改定での新設点数

施設基準の届出受理状況（2014年5月1日現在）

届出項目
３ヵ月推移

関東信越厚生局ホームページで毎月公開の施設基準の届出受理医療
医療機関名簿の該当月より各項目ごとに集計

2014/5/1長野県の医科医療機関数1427件(診療所1296件,病院131件)

★地域包括ケア病棟入院料１又は
　 地域包括ケア入院医療管理料１

★地域包括ケア病棟入院料２又は
   地域包括ケア入院医療管理料２

強化型以外

★在宅療養後方支援病院
★在宅患者訪問褥瘡管理指導料
脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅰ～Ⅲ）
★通所リハ実績

運動器リハビリテーション（Ⅰ～Ⅲ）

在宅療養支援病院
強化型（単独型）

★通所リハ実績
亜急性期入院医療管理料

強化型（連携型）

★地域包括診療加算（診のみ）
★地域包括診療料
在宅療養支援診療所
強化型（単独型）
強化型（連携型）
強化型以外

 

構 成 
Ⅰ診療録･明細書 
 Ａ 診療録 
 Ｂ 明細書 
 Ｃ 傷病名           
Ⅱ診療内容 
 Ａ 基本診療料 
 Ｂ 医学管理等 
 Ｃ 在宅医療 
 Ｄ 検査､画像診断 
 Ｅ 注射、投薬 
 Ｆ リハビリテーション 
 Ｇ 精神科専門療法 
 Ｈ 処置・手術 
 Ｉ 入院時食事療法 
Ⅲその他 
 Ａ 一部負担金 
 Ｂ 届出事項 
 Ｃ 院内掲示 
 Ｄ その他  
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