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 編注：〔 〕内の数字は指摘を受けた医

療機関件数を、▲は自主返還の対象と

なった指摘を示している。 

 

 

Ａ. 診療録等 

(1) 診療録の記載内容が判読困難な例が

認められたので、診療録は第三者に対

する見読性を確保する観点からも、内

容をわかりやすく整理し丁寧に記載す

ること。〔18〕 

(2) 複数の医師が一人の患者を診療して

いる場合においては、責任の所在を明

確にするため、診療録に署名又は記

名・押印すること。〔7〕 

(3) 診療録に鉛筆による記載が認められ

たので、ボールペン等を使い記載する

こと。〔3〕 

(4) 修正テープにより訂正しているた

め、修正前の記載内容が判別できない

診療録が認められたので、二重線で訂

正すること。〔2〕 

(5) 診療録に不適切な記載が認められた

ため、整備すること。〔2〕 

①診療に直接関係のない内容を鉛筆

で記載していた。〔1〕 

(6) 診療録の記載及び検査結果等の貼付

については、時系列に整理すること。 

(7) 診療録に患者の主訴、症状、所見、

治療内容等の必要事項の記載が不十分

な例が認められたので改めること。〔5〕 

(8) 散瞳検査やコンタクトレンズ装脱練

習等の医療行為を行った揚合には、そ

の旨を診療録に記載すること。〔3〕 

(9) 診療録の様式第一号（一）の1（編

注：カルテ1号用紙）について、 

・傷病名欄が不足する場合は別紙を

使用して追加するようにし、欄外に

は記載しないこと。 

・傷病名の転帰欄の記載がない例が

認められたので適正に記載するこ

と。〔3〕 

・傷病名の開始年月日の記載がない

例が認められたので適正に記載する

こと。〔2〕 

・「労務不能に関する意見書欄」及

び「業務災害又は通勤災害の疑いが

ある場合は、その旨」欄が欠落して

いるため、療養担当規則第22条に定

められた様式第一号（一）の1に準じ

て作成すること。〔2〕 

(10) 診療録の様式第一号（一）の2（編

注：カルテ２号用紙）について、 

・検査、処置等における診療行為の

記載の一部に、当該保険医療機関独

自の略語を使用して記載しているの

で改めること。 

・算定項目の区分名称について、

「在宅患者訪問診療料」と記載すべ

きものを「在宅患者訪問診察料」と

 

 

誤って記載している例が認められた

ので改めること。 

(11) 診療録の様式第一号(一)の3（編

注：カルテ３号用紙）について 

・「診療の点数等」の項目につい

て、記載漏れが認められたので適正

に記載すること。 

・「診療の点数等」の項目、「負担

金徴収額」欄について、保険診療に

おける療養の給付とは直接関係のな

い実費徴収分が計上されていたので

改めること。 

Ｂ. 傷病名 

(1) 診療録の傷病名欄１行に複数の傷病

名が記載されている例が認められたの

で、１傷病につき１行に記載するこ

と。〔7〕 

(2) 疑い病名について医学的根拠に乏し

いものが認められたので、疑い病名を

付ける場合には、その根拠がわかるよ

うに診療録に記載すること。〔7〕 

(3) 傷病名を英語の略語で記載されてい

る例が認められたので改めること。 

①Ｓ ②Ｎ ③ＤＭ 等  

(4) 傷病名については、医学的に妥当性

のある傷病名を記載すること。 

  ①老年期障害 

(5) 単なる状態や症状を傷病名として記

載している例が認められたので改める

こと。〔4〕 

①めまい感 ②嘆声 ③冷え症〔2〕     

④疲労倦怠 ⑤鼻づまり  

(6) 良性の確定病名と悪性腫瘍の疑い病

名が同日に併記されている不適切な例

が認められたので改めること。 

①「機能性子宮出血」と「子宮体が

ん の疑い」 

(7) 独立して記載すべき傷病名が認めら

れたので改めること。 

①細菌性子宮頸管炎及膣炎  ②カン

ジタ膣炎及外陰炎 ③亜急性細菌性子

宮頸管炎及膣炎 ④初期更年期障害及

卵巣機能低下症等 

(8) 重複した病名が認められたので、傷

病名を整理すること。〔2〕 

①慢性胃炎と胃炎  ②「外陰部陸カ

ンジタ症」と「カンジタに起因する

膣炎」 

(9) 傷病名に部位等の記載がない例が認

められたので、左右の部位や急性・慢

性等の区分の記載が可能な疾病には、

 

 

 

記載するよう改めること。〔26〕 

 部位の記載がない…①湿疹〔10〕 

②化膿性皮膚疾患  ③帯状疱疹〔2〕 

④皮膚炎〔3〕 ⑤関節炎 ⑥切創 

⑧白癬症 ⑨鶏眼 ⑩毛包炎 ⑪転

移性皮膚腫瘍の疑い   

 両側、左右の部位の記載がない…①

肩痛 ②肩関節周囲炎 ③下肢痛 

④変形性膝関節症〔4〕 ⑤膝関節炎

〔2〕⑥関節痛 ⑦捻挫 ⑧緑内障 

  急性・慢性の記載がない…①胃炎 

Ａ. 基本診療料 

(1) 初診料を算定すべきところを、再診

料を算定している不適切な例が認めら

れたので改めること。 

(2) 再診料を誤って請求している例が認

められたので改めること。 

①在宅患者訪問診療料と再診料を同

時算定している。▲ 

(3) 夜間・早朝等加算を算定すべきもの

を時間外加算として誤って算定してい

る例が認められたので、適正に取り扱

うこと。▲（差額） 

(4) 外来管理加算について、診療録に患

者からの聴取事項や診察所見の要点の

記載が不十分な例が認められたので改

めること。〔2〕 

(5) 外来管理加算の算定において、不適

切な例が認められたので改めること。 

①電話による再診における外来管理

加算の算定▲ 

(6) 回復期リハビリテーション病棟入院

料２について、診療録に日常生活機能

評価に係る測定結果の記載が不十分な

例が認められたので改めること。 

Ｂ. 医学管理等 

(1) 特定疾患療養管理料について、患者

の主病でない疾病に対して算定してい

る例が認められたので改めること。▲ 

(2) 特定疾患療養管理料の算定におい

て、診療録に管理内容の要点記載がな

い例が認められたので改めること。

〔▲ 8〕 

(3) 特定疾患療養管理料について、診療

録に管理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。〔23〕 

(4) 特定疾患療養管理料について、診療

録に管理内容の要点記載が画一的な例

が認められたので改めること。〔5〕 

 

(5) 悪性腫瘍特異物質治療管理料につい

ては、悪性腫瘍であると既に確定診断

された患者が対象となるものであるた

め、傷病名を適正に記載すること。 

(6) 悪性腫瘍特異物質治療管理料につい

て、診療録に治療計画の要点記載が不

十分な例が認められたので改めるこ

と。〔6〕 

(7) 難病外来指導管理料について、診療

録に診療計画及び診療内容の要点の記

載が不十分な例が認められたので改め

ること。〔2〕 

(8) 特定薬剤治療管理料について、診療

録に薬剤の血中濃度、治療計画の要点

記載がない例が認められたので改める

こと。〔▲ 2〕 

(9) 特定薬剤治療管理料について、診療

録に治療管理を行った評価の記載が不

十分な例が認められたので改めるこ

と。 

(10) 心臓ペースメーカー指導管理料に

ついて、算定要件を満たしていない不

適切な例が認められたので改めるこ

と。▲ 

(11) 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料に

ついて、対象患者以外に算定している

例が認められたので改めること。また

診療録に診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。 

①発症から３か月以上遷延している

若しくは当該管理料を算定する前の

１年間において３回以上繰り返し発

症している患者以外に算定してい

た。▲ 

(12)小児科外来診療料を算定すべきとこ

ろを、出来高算定していた例が認めら

れたので改めること。▲（出来高と小

児科外来診療料の差額） 

(13)生活習慣病管理科について、診療録

に療養計画書の貼付がない例が認めら

れたので改めること。▲ 

(14)慢性疼痛疾患管理料について、診療

録に療養上必要な指導の内容が不十分

な例が認められたので改めること。 

 

 

 平成25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。 

 

 

 

 

構成 
Ⅰ 診療録等について 
 A  診療録等       
 B  傷病名        
Ⅱ 診療内容等について 
 A  基本診療料       
 B  医学管理等      
 C  在宅医療        
 D  検査          
 E  投薬・注射      
 F  リハビリテーション  
 G  精神科専門療法    
 H  手術         
Ⅲ その他 
 A  一部負担金     
 B  診療報酬請求等   
 C  院内掲示等     
 D  届出事項        
 E その他 

本号 

次号 

次次号

 

 

 


