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 ここに紹介する平成25年度の個別指

導指摘事項(歯科)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。 

Ⅰ  診療内容等に関する事項 

1 診療録等の (1) 診療録 の続き 

⑦ 診療録２面以降(保険医療機関及び

保険医療養担当規則様式第一号(二)の2)

に記載すべき以下の事項を適切に記載

すること。 

 アまで前号 

 イ 療法・処置欄において 

・既に廃止された区分名称を使用し

て記載した事例が認められた。(「単

治」「即処」)  

・独自の用語を使用して記載した事

例が認められた。(歯周基本治療処置

について「Ｐ基処」と記載すべきと

ころを「Ｐ-ＳＰ」と記載していた。） 

・独自の用語や既に廃止された区分

名称を使用して記載した事例が認め

られた。 

・使用材料名の記載がない事例が認

められた。(テンポラリークラウン) 

・特定保険医療材料の記載がない事

例が認められた。(リテイナーの装着

に当たって仮着材料を使用した旨を

記載していなかった。) 

・診療内容の記載が不十分な事例が

認められた。(上顎左側第一大臼歯及

び第二小臼歯を支台歯とし、第一小

臼歯部の欠損を補ったブリッジのポ

ンティック相当部位に増歯を行った

経緯が不明確であった。) 

 ウ 部位欄の記載が不正確な事例が認

められた。(上顎左側第一小臼歯が欠損

であるものを部位欄に残存するものと

して記載していた。) 

 エ 同一部位に対して２回以上のス

ケーリング・ルートプレーニングを実

施した場合において、２回目以降の実

施である旨が明記されていなかった。 

 オ 点数欄の記載が不適当な事例が認

められた。(所定点数を点数欄でなく療

 

法・処置欄に記載していた。) 

 カ 診療年月日欄の記載が不適当な事

例が認められた。 

 キ 負担金徴収欄の記載がない事例が

認められた。 

 ク 診療報酬の請求が認められないと

の理由で実際に行った医療を診療録に

記載していない事例が認められた。(支

台築造時に装着したテンポラリークラ

ウン及びリテイナー /  へミセクション

に当たって実施した浸潤麻酔) 

 ケ 失念したとの理由で実際に行った

医療を診療録に記載していない事例が

認められた。(根管充填 / へミセクショ

ンに当たって実施した浸潤麻酔 / リテ

イナー装着時の仮着材料料、窩洞形成

及び充填実施時の充填材料） 

(2) 歯科技工士指示書 

① 記載内容に以下の不備が認められた

ので改めること。 

・設計(歯冠修復の部位、有床義歯の

人工歯数)の記載が不正確であっ

た。・設計(ブリッジの支台歯及びポ

ンティック)の記載がなかった。・作

成の方法(ろう着)の記載がなかっ

た。・使用材料(有床義歯の人工歯及

び鉤の使用金属、有床義歯の床材

料、有床義歯の人工歯)の記載がな

かった。・発行年月日の記載がな

かった。・歯科医師の氏名の記載が

不適当であった。・歯科医師の氏名

の記載がなかった。・歯科医師の住

所及び氏名の記載がなかった。・歯

科技工所の名称の記載が不適当で

あった。 

2 基本診療料 

(1) 初・再診料 

① 初診料 

 ア 診察時において、患者の服薬状況

及び薬剤服用歴の確認が不十分な事例

が認められたので改めること。 

 イ 診察時において、患者の服薬状況

及び薬剤服用歴の確認を行っていない事

例が認められたので改めること。 

(2) 加算 

① 歯科診療特別対応加算を算定した日

における診療録への患者の状態の記載

内容が、具体性を欠き画一的であった

ので適切に記載すること。 

② 算定要件を満たさない基本診療料の

歯科診療特別対応加算を算定していた

ので改めること。 

 ア 加算を算定した日において患者の状

説明会ではテキスト編集従事の増田事務局が解説(10/23飯田会場) 

 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。11月1日付は、医科２件、歯科１

件。（氏名敬称略） 
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

松本クリニック 麻   内 399-8501 北安曇郡松川村５７２１－２０８８ 0261-61-5151 個人・松本 正紀 常勤1 無 2014/11/1

城下医院すがかわ診療所 内   脳外 381-0405 下高井郡山ノ内町大字夜間瀬８５６６番地３ 0269-38-1502 個人・城下 博夫 常勤1 無 2014/11/1

倉田歯科クリニック 歯 399-4102 駒ヶ根市飯坂１丁目１２－１２ 0265-98-7741 個人・倉田 邦明 常勤1 無 2014/11/1

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.

 
態を診療録に記載していなかった。 

 ③ 歯科診療特別対応加算を算定した

日における診療録への患者の状態の記

載内容が具体性を欠いていたので適切

に記載すること。 

２ 医学管理等 

(1) 歯科疾患管理料 

 ① 歯科疾患管理料の算定に係る管理

計画書において以下の事項の記載内容

が不適当であったので適切に記載する

こと。 

 ア 患者又はその家族が記入する歯科

疾患と関連性のある生活習慣の状況 

・ 患者又はその家族が記入すべき事

項を歯科医師が聞き取りコンピュー

ターで入力していた。 

 イ 治療方針の概要 

・ 歯周病検査が未実施であるにもか

かわらず、歯周病検査の結果に基づ

かずに歯周病に係る治療方針を記載

していた。 

 ウ 当該管理の担当歯科医師名等 

・ 開設者以外の保険医が担当した医

学管理等についても開設者である保

険医の氏名を記載していた。 

 エ 保険医療機関名 

② 算定要件を満たきない歯科疾患管理

料を算定していたので改めること。 

 ア 歯の欠損のみを有する患者に義歯

を原因とする疾患に対する管理を行っ

たものに算定していた。 

 イ １回目の歯科疾患管理料の算定に

当たって、既に廃止された歯科疾患総

合指導料の算定に係る様式を使用して

いたため、歯科疾患管理料の算定にお

いて記載を要する事項が管理計画書に

記載されていなかった。 

 ウ 管理計画書を提供しない月におい

て管理の要点を診療録に記載していな

かった。 

 エ 歯周病に罹患している患者の管理

計画書に、歯周組織検査の実施に基づ

く歯周病に係る治療方針等を含めてい

なかった。 

 オ 管理計画書に以下の必要事項を記

載していなかった。 

・ 患者又はその家族が記入する歯科

疾患と関連性のある生活習慣の状況 

・ 患者又はその家族でなく歯科医師

が記載していた。 

 カ  前回の管理計画書を提供して４月

を超える日までに管理計画書を提供し

ていなかった。 

③歯科疾患管理料の算定に係る診療録

への要点記載の内容が不十分であった

ので記載を充実すること。 

④ 歯科疾患管理料の算定に係る診療録

への要点記載の内容が、具体性を欠き

不十分であったので記載を充実すること。 

 ⑤ 歯科疾患管理料の算定に係る診療

録への要点記載の内容が、具体性を欠

き画一的であったので記載を充実する

こと。 

次号は「(2)歯科衛生実地指導料」から 

 

 

 

 

 10月中旬、長野県保

険医協会では医科会員

及びスタッフ向けの在

宅医療に関する説明会

を県下４ヵ所で開催し

た。９月に説明会を実

施した「保険診療の手

引」に続き保団連が10

月に発行の「在宅医療

点の手引」2014年度改

定版をテキストとした。 

 在宅医療点数は、点

数ごとに対象患者や算

定要件が詳細に定められており、介護

保険との給付調整や、患者の居住する

施設により算定制限が異なるなど、複

雑な仕組みになっている。 

 説明会では、訪問診療料の同一建物

居住者の考え方や、2014年4月改定で導

入された在宅時医学総合管理料の同一

建物居住者の場合の算定方法をテキス

トの図表を用いて解説。また、訪問診

療料２（＝同一建物居住者の訪問診療

料）を算定した場合のレセプト記載方

法も詳しく説明した。その他、算定誤

りの多い項目やカルテ・レセプトへの

記載事項などの注意点を中心

に各点数のポイントを解説し

た。テキストには多数の請求

事例も掲載されており、説明

会でも数例を取り上げて算定

方法やレセプト記載方法を説

明した。 

 説明会は県下４会場（長

野、松本、上田、飯田）で85

医療機関160名が参加した。 

 

 


