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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。 

5.在宅医療  

(1) 在宅患者診療・指導料について、

次の不適切な例が認められたので改め

ること。 

 ①在宅療養が必要である患者に対し

て、当該医療機関が在宅療養支援診療

所でないにもかかわらず、在宅療養支

援診療所である旨を文書に記載し、緊

急時の連絡体制及び24時間往診できる

体制等についての文書を交付してい

た。 

 ②在宅患者訪問診療料 

  ア 診療録に訪問診療の計画の記載

が不十分である。診療録への必要事項

の記載等について、次の不適切な例が

認められたので改めること。 

(2) 在宅時医学総合管理料について、

次の不適切な例が認められたので改め

ること。 

 ① 診療録の在宅療養計画及び説明の

要点記載が不十分である。 

(3) 在宅患者訪問看護・指導料につい

て、次の不適切な例が認められたので

改めること。 

 ①診療録に指示内容の要点記載がな

い。▲ 

(4) 在宅療養指導管理料について、次

の不適切な例が認められたので改める

こと。 

 ①在宅自己注射指導管理料 

  ア 診療録の記載が不十分である。 

  ・当該在宅療養を指示した指導内容

の要点。〔6〕 

 ②在宅酸素療法指導管理料 

  ア 診療録の記載が不十分である。 

 ・当該在宅療養を指示した根拠・指

示事項・指導内容の要点。〔2〕 

 ・当該在宅療養の指導内容の要点 

 ③在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 

  ア 診療録の記載が不十分である。 

・当該在宅療養の指導内容の要点記

載が画一的である。 

・指導内容の要点記載が不十分であ

る。 

④在宅寝たきり患者処置指導管理料 

  ア 診療録に指導内容の要点記載が  

 

  不十分である。  

6.検査・画像診断 

(1) 検査について、次の不適切な例が

認められたので改めること。 

 ①検査の必要性について診療録に記載

がない。検査は診療上必要があると認

められる場合に行うこととされてい

る。検査を実施する際は、その必要性

を十分に考慮し最小限度で行うととも

に、算定にあたっては十分に留意する

こと。〔13〕 

 ②検査の必要性について診療録の記載

が不十分である。検査は診療上必要が

あると認められる場合に行うこととさ

れている。検査を実施する際は、その

必要性を十分に考慮し最小限度で行う

とともに、算定にあたっては十分に留

意すること。 

 ③腫瘍マーカー検査について、画一的

に実施している。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。〔6〕 

 ④検査を実施した場合に、診療録に検

査結果の所見の記載がない。〔11〕 

 ⑤検査を実施した場合に、診療録に検

査結果の所見の記載が不十分である。

〔2〕 

 ⑥測定不可であった検査を算定してい

る。 

  ア 光学的眼軸長▲ 

 ⑦適応傷病名がないにもかかわらず算

定している。 

ア 屈折検査、矯正視力検査（1以外

の場合）▲ 

イ 精密眼底検査(片側)×2、精密眼

圧検査、屈折検査、角膜曲率半径計

測、矯正視力検査（1以外の場合）▲ 

ウ 屈折検査、角膜曲率半径計測▲ 

 ⑧必要性が認められない検査を行って

いる。 

ア 「精密眼底検査（片側）× 1」

で算定すべきところ「精密眼底検査

 

（片側）×2」で算定している。▲ 

(2) コンピューター断層診断につい

て、次の不適切な例が認められたので

改めること。 

 ①撮影したフィルムの診断を行った場

合に、診療録に診断結果の所見の記載

がない。 

7.投薬・注射 

(1) 投薬について、次の不適切な例が

認められたので改めること。 

 ①長期漫然投与 

 投薬にあたっては、その必要性を十

分考慮した上で使用し、症状の経過や

検査結果等に応じて治療効果判定を行

い、漫然と投与することのないよう注

意すること。 

(ア)オキナゾール600mg(投薬)、(イ) 

ビクシリンカプセル250mg、(ウ)アイ

ケア点眼液0.1% 5mL、(エ)人工涙液マ

イティア点眼液5mL  

②ビタミン剤の投与 

ア 医師が当該ビタミン剤の投与が

必要かつ有効であると判断し、その

趣旨を具体的に診療録に記載するこ

と。 

(2) 注射について、次の不適切な例が

認められたので改めること。 

 ①注射の必要性について診療録に記載

がない。注射は特に迅速な治療の効果

を期待する必要がある場合等、その必

要性を十分に考慮した上で行い、その

必要性を診療録に記載すること。 

8.リハビリテーション 

(1) 運動器リハビリテーション料（(I)

及び(Ⅲ)）について、次の不適切な例

が認められたので改めること。 

 ①機能訓練の開始時刻及び終了時刻の

診療録等の記載が画一的である。 

 ②疾患別リハビリテーション料の点数

は、患者に対して20分以上個別療法と

して訓練を行った場合にのみ1単位とし

て算定するものであるにもかかわら

ず、実施時間が21分の機能訓練に対

し、2単位として請求している。▲ 

(2) 運動器リハビリテーション料(Ⅲ)に

ついて、次の不適切な例が認められた

ので改めること。 

 ①機能訓練の内容の要点を診療録等に

記載していない。▲ 

 ②あん摩マッサージ指圧師等の従事者

が訓練を行った場合、事後に当該療法

に係る報告の記載がない。▲ 

9.精神科専門療法 

(1) 精神科専門療法について、次の不

適切な例が認められたので改めるこ

と。 

 ①精神科ショート・ケア(小規模なも

の)、精神科デイ・ケア(小規模なもの) 

ア 診療録の当該療法の要点記載が不

十分である。 

(2) 持続性抗精神病注射薬剤治療指導

管理料について、次の不適切な例が認

められたので改めること。 

 ①診療録に治療計画及び治療内容の要

点の記載がない。▲ 

 ②診療録の治療内容の要点記載が不十

分である。 

10.手術 

(1) 手術について、次の不適切な例が

認められたので改めること。 

 ①手術について、診療録に手術内容の

記載が不十分である。〔2〕 

 ②「涙管チューブ挿入術(その他のも

の)」で算定すべき術式を「涙小管形成

手術」で算定している。▲ 

11.病理診断 

(1) 病理診断について、次の不適切な

例が認められたので改めること。 

 ①病理判断料 

ア 診療録に病理学的検査の結果に基

づいた病理判断の要点記載が不十分で

ある。〔4〕 

----連載は、次回が最終回となります。 

 平成26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。連載２回目。  

 

 

構 成 
Ⅰ診療内容に関する事項 
 1. 診療録等       
 2. 傷病名        
 3. 基本診療料       
 4. 医学管理等      
 5. 在宅医療            
 6. 検査          
 7. 投薬・注射      
 8. リハビリテーション  
 9. 精神科専門療法    
 10. 手術 
 11. 病理診断         
Ⅱ診療報酬の請求等に関する事項 
 1.診療報酬請求 
 2.一部負担金 
 3.その他 

前号 

 

 

 

 本号 

次号 

 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。3/1～3/31間では、医科1

件、歯科1件。（氏名敬称略） 

2016年４月の診療報酬改定につい

ての各科・各院所の声で原稿募集

中。原稿の送り先は、本紙１面題

字左の発行元まで、各種の通信手段で。

文字数は500～800文字。掲載分につき図

書カード２千円分を贈呈します。 

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

 浅田記念クリニック 内 他 循環器内科 390-0852 松本市島立３８７９番４ 0263-88-9588 髙橋 文子 常勤1 無 2016/4/21

アルプスこころの健康クリニック 精　心内 396-0010 伊那市境１４００ 0265-71-8707
[開]医療法人ひまわり会理事
長 前沢慈名  [管]木下 善弘

常勤2 無 2016/4/1

安曇野ななき診療所 心内  内  精 399-7104 安曇野市明科七貴４５８８－１ 0263-31-5779 岸川 雄介 常勤1 無 2016/4/1

あさひ内科呼吸器内科クリニック 内　呼内 399-8205 安曇野市豊科下鳥羽８７７－４ 0263-50-8075 堀田 順一 常勤1 無 2016/4/1

名　　　　称 所　　在　　地

※1診療科名は略記載. ※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.


