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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。 

２ 医学管理等（続き） 

(2) 歯科衛生実地指導料 

 ① 算定要件を満たさない歯科衛生実

地指導料を算定していたので改めること。 

ア 歯科医師が歯科衛生士に行った指

示内容を診療録に記載していなかった。 

 ② 歯科衛生実地指導料の指導内に係

る文書において以下の事頃の記載内容が

不十分であったので適切に記載すること。 

ア  指導等の内容。 イ  プラークの

付着状況結果。 ウ  当該指導を行っ

た歯科衛生士の署名。 

 ② 歯科衛生実地指導料の指導内容に

係る文書において以下の事項の記載内

容が、不正確であったので適切に記載

すること。 

ア 指導の実施時刻(開始時刻と終了

時刻)。 イ 指導の実施時刻(開始時

刻と終了時刻)が画一的で不正確で

あった。 ウ 発行年月日を誤って記

載していた。 

 ③ 歯科衛生実地指導料の指導内容に

係る文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  プラークの付着状況結果。 イ  

当該指導に係る指示を行った歯科医

師の氏名。 ウ  当該指導を行った歯

科衛生士の署名がなく、歯科衛生士

の姓のみを印字していた。 

 ④ 歯科衛生実地指導料の指導内容に

係る文書において以下の事項の記載内

容に不備が認められたので適切に記載

すること。 

ア 当該指導を行った歯科衛生士の

署名が姓のみの記載であった。 イ 

当該指導を行った歯科衛生士の署名

がなかった。 

３ 在宅医療 

(1) 歯科訪問診療料 

 ① 診療録に記載した以下の事項につ

 

 

 

いて記載内容が不十分であったので適

切に記載すること。 

ア 歯科医学的に初診といわれる診

療行為があったにもかかわらず、そ

れ以前の診療時に策定した計画に基

づいて歯科訪問診療を行っていたの

で、患者の状態変化にあわせて計画

を見直すこと。 

 ② 当該患者の病状に基づいた訪問診

療の計画の内容が、具体性を欠き不十

分であったので適切に記載すること。 

 ③ 当該患者の病状に基づいた訪問診

療の計画の内容が不十分であったので

適切に記載すること。 

 ④ 算定要件を満たさない歯科訪問診

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診療

録に記載された患者の状態が著しく

歯科診療が困難な患者に該当してい

なかった。 

 ⑤ 歯科訪問診療補助加算の算定に当

たって診療録に以下の事項を記載して

いなかったので適切に記載すること。 

ア  補助を行った歯科衛生士の氏名。 

 4  投薬 

(1) 投薬 

 ① 処方せんの交付に当たって薬剤

名、用法、用量、投薬回数、投薬日数

の診療録への記載がなかったので適切

に記載すること。 

 ② 厚生労働大臣の定める効能・効

果、用法・用量の範囲を超えた投薬が

認められたので、薬事法の承認を受け

た適応傷病に対して使用すること。 

ア 根尖性歯周炎の傷病に対してソ

ランタール錠100mgを投薬していた。 

イ 手術を行っていないものに対し

てソランタールを投薬していた。 

 ③ 患者の症状によらず画一的な投薬

が認められたので、症状に応じて投薬

内容を検討すること。 

ア  ほぼ全例に対して、ビクシリンカ

プセル250mg 3カプセル、カロナール錠

200 200mg 3錠及び つくしＡ・Ｍ散3.9g 

の3剤を組み合わせて投与していた。 

 ④ 傷病名、診療内容から判断して必

要の範囲を超えた投薬が認められたの

で、改めること。 

ア  予見することのできる必要な投与

量を超えて過剰な投薬を行っていた。 

(2)  薬剤情報提供料 

  ① 算定要件を満たさない薬剤情報提

供料を算定していたので改めること。 

 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。12月1日付は、医科１件、歯科１

件。（氏名敬称略） 

 

 11月９日に長野市にて

「保険でより良い歯科医

療を」長野連絡会が主催

した県民公開講座「いい

歯と健康」が開催され、

全体で33名が参加した。 

 まず長野連絡会の参加

団体による第７回総会が

開催され、前年度の取り

組みである市民公開講

座、歯のなんでも電話相

談、全国連絡会との市民

アンケートなどについて

報告があった。特に患者

署名については、(ｱ)窓

口負担割合の軽減、(ｲ)保険のきく範囲

の拡大の２項目で、全国で50万筆を目

標に取り組みを行い長野連絡会として

は、7,000筆の目標に対し7,174筆(全国で

は34万筆)と共に過去最高の集約となっ

た。また県歯科衛生士会会長の丸山氏

に署名の取り組みを全国保険医新聞に

寄稿頂いたこと等が報告された。今年

度の活動方針として、出前講演会の開

催や全国連絡会で毎年取り組んでいる

「イレバデーからイイハデー」のキャン

ペーンにあわせた各種相談活動、請願

署名の取り組みだけでなく、昨年度実

施出来なかった歯の供養祭や義歯の

ネーム入れの企画や参加団体の拡充な

どの方針が確認された。 

 続いて、松本歯科大学の総合歯科医

学研究所顎口腔機能制御学部門の増田

裕次教授に「健康生活は『良い咀嚼』

から」と題しての講演があった。増田

教授は咀嚼の意義・役割として、栄養

補給や消化作用、清浄作用だけでな

く、おいしく食べられることでストレス

が緩和される心理作用や、食卓を囲ん

でいろんな人とのコミュニケーションを

はかる社会的作用があり、摂食行動は

脳のさまざまな部位が関連しているこ

とも説明した。またしっかり噛んで食

べることが食べ物のことを意識し、そ

こから食生活の管理に繋がり、より健

康になるのではないかとの考えも示し

た。そして「よく噛んで味わって食べ

る」を実践するために、かみごたえのあ

る食材を利用し、大きさや調理を工夫

した松本歯科大学発の「カムカムメ

ニュー」紹介。「カムカムメニュー」を

通じて噛むことを意識し、食材を意識

することで美味しく噛む食事をして、

日々の食生活の管理を是非して欲しい

と呼びかけた。 

 講演後には県歯科衛生士会協力の下

５名の歯科衛生士によるブラッシング指

導があり、15名（男性５名、女性10名）

の小学生から80代まで幅広い年齢層の

参加があっ

た。口の中

のケアや口

腔乾燥、義

歯の取扱い

などの相談

の他、むし歯になりやすい、歯科治療

自体に不安があるなど様々な相談があ

り、個別指導方式で１人１人丁寧に時

間をかけて指導があった。またブラッシ

ング指導と同時開催の県保険医協会歯

科部員によるお口の相談コーナーには７

名の参加があった。 

 参加者からは「増田教授の講演が面

白く大変勉強になった」「今晩から食

事は良く噛んで食材

も色々、少し固い物

を時間がかかっても

楽しい時間として過

ごしたい」「いい歯

と健康をもっと知っ

てもらい、もっと沢

山の人に参加してほ

しい」等の意見が寄

せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 同日に処方せんを交付した患者

に算定していた。 イ 薬剤情報を提

供した旨を診療録に記載してなかっ

た。 

(3) 処方せん 

  ① 処方せんの様式が保険医療機関及

び保険医療養担当規則23条に定められ

たもの(様式第二号)でないので改める

こと。 

 

県民公開講座は松本歯科大の増田教授により行われた 

 次号は「画像診断」から。(なお、検査

の項は診療所事例は稀なため略した） 

関東信越厚生局は24年度のまま 

「個別指導において保険医療機関等に改

善を求めた主な指摘事項について」とし

て関東信越厚生局の管内全体の指摘事項

をまとめたものが同局ホームページで最

近は毎年９月に公表されていたが、本年

は、まだ24年度のままになっている。 

 

ブラッシング指導の会場 


