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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。 

１.診療録 

(１)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。 

 ①医師の診察に関する記載がなく、院

内処方が行われている。医師法第20条

で禁止している無診察治療とも誤解さ

れかねないので、直ちに改めること。 

 ②再診時において、診療録に医師の診

察による患者の症状等、所見の記載が

ない例が認められたため、医師の診察

に基づき適切に記載すること。▲ 

 ③診療録の必要事項の症状、所見、治

療内容等記載が不十分である。保険請

求の根拠となるものなので、医師は診

療の都度、遅滞なく必要事項の記載を

十分に行うこと。〔7〕 

 ④診療録は見読性を確保する上からも

症状・所見・処方内容等、第三者が見

ても理解出来るよう内容を分かりやす

く整理し、丁寧に記載すること。〔3〕 

 ⑤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、内容を分か

りやすく整理し丁寧に記載すること。

〔11〕 

 ⑥複数の医師が１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。〔5〕 

 ⑦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。 

 ⑧診療録の記載内容について、修正

テープによる訂正や行間を空けて記載

している。 

 ⑨診療録の記載内容について、修正液

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例が認められ

た。訂正する場合は、二重線により行

うこと。 

 ⑩診療録1面（保険医療機関及び保険

医療養担当規則様式第一号（一）の

１）の傷病名欄について、 

・傷病名が英語で記載されている例が

認められたので改めること。 

・傷病名を略語で記入されている例が

見受けられたので改めること。〔2〕 

・傷病名を省略して記載されている例

が認められたので適切に記載するこ

と。 

 ア ＣＫＤ 

・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。〔15〕 

・傷病名を塗りつぶしにより訂正して

いるため、修正前の記載内容が判別で

きない例が認められたので改めるこ

と。 

 ⑪診療録１面の記載事項について、 

・傷病名の終了年月日の記載がない例

が認められたので適切に記載するこ

と。〔5〕 

・傷病名の転帰（治ゆ・死亡・中止）

の記載がない例が認められたので適切

に記載すること。〔8〕 

 ⑫診療録１面の転帰欄について、疑い

病名が「中止」ではなく「治ゆ」と記

載されているので改めること。〔5〕 

 ⑬診療録１面の傷病名欄が不足する場

合には別紙を追加することとし、欄外

に記載しないこと。 

 ⑭診療録１面について、「労務不能に

関する意見欄」が設けられていないの

で、定められた様式に準じて作成する

こと。 

 ⑮労務災害が疑われる場合には、診療

録１面の「労務不能に関する意見欄」

へ、その旨を記載すること。 

 ⑯診療録２面（保険医療機関及び保険

医療養担当規則様式第一号（一）の

２）の記載について、診療内容が「既

往歴・原因・症状・経過等」の欄と

「処方・手術・処置等」の欄との区分

を明確にし、所定の欄に記載するこ

と。〔2〕 

 ⑰療録は療養担当規則第22条で定めら

れた様式に準じて作成すること。 

 ⑱保険診療の診療録と保険外診療（自

由診療）の診療録とを区分して管理し

ていない。〔2〕 

(２)電子的に保存している記録につい

て、次の不適切な例が認められたので

改めること。 

 ①情報システム運用管理において、複

数の規定が定められていたため整備す

ること。 

２.傷病名 

(１)傷病名について、次の不適切な例

が認められたので改めること。 

 ①診断根拠の記載が乏しいものが認め

られた。傷病名は診断等に基づき正確

に記載すること。〔2〕 

 ア 卵巣機能不全 

 ②医学的に妥当と判断できないものが

認められた。傷病名は診断等に基づき

正確に記載すること。〔6〕 

 ③医学的に妥当と判断できないものが

認められた。 

ア 「S状結腸憩室穿孔術後管理」                                                               

イ 「十二指腸乳頭癌術後管理」 

 ④重複した傷病名を記載している。

〔4〕 

ア 「下垂体性機能低下症」と「汎

下垂体機能低下症」 

イ 「両側膝関節症」と「両側変形

性膝関節症」 

ウ 「高脂血症」と「脂質異常症」 

エ 「肺癌」と「右肺門部肺癌」 

 ⑤単なる状態や症状を傷病名として記

載している。〔4〕 

ア 体力低下 イ 咳嗽 ウ 背部

痛 エ 咳 オ 高熱カ 発熱 

 ⑥傷病名に部位の記載がない。〔8〕 

ア 湿疹〔5〕 イ 痒疹 ウ 皮膚

炎〔4〕 エ 蜂窩織炎 オ 接触皮

膚炎〔2〕 カ 乾癬 キ ざ瘡 ク 

変形性関節症 

 ⑦傷病名に左右の別の記載がない。

〔8〕 

ア 下肢湿疹、上肢湿疹〔2〕 イ 

変形性膝関節症〔6〕 ウ 肩関節周

囲炎〔3〕 エ 上肢神経痛 オ 翼

状片 カ 大腿骨頚部骨折  キ 

乳癌 

 ⑧傷病名に急性・慢性・両、左右の

別・部位の記載がない。〔14〕 

ア 湿疹〔8〕 イ 急性湿疹 ウ 

足湿疹 エ 膿痂疹性湿疹 オ 膿

痂疹 カ 白癬 キ 乾癬  ク 

褥瘡 ケ ざ瘡増悪 コ 毛のう炎 

サ 神経芽腫 シ 蜂窩織炎 ス 

皮膚潰瘍 セ カンジダ症 ソ 単

純ヘルペス タ 足白癬（左右の

 

別）〔3〕 チ 膝関節症（左右の

別） ツ 手掌皮下異物（左右の

別） テ 上肢（下肢）異所性蒙古

斑（左右の別） ト 乳癌（左右の

別） 

 ⑨適切に整理していない長期にわたる

急性疾患等の傷病名が認められた。傷

病名の整理は随時行うこと。 

 ⑩適切に整理していない長期にわたる

「疑い」の傷病名が認められた。傷病

名の整理は随時行うこと。〔2〕 

３.基本診療料 

(１）再診料について、次の不適切な例

が認められたので改めること。 

 ① 診療情報提供書を交付したのみ

で、再診料を算定している。▲ 

(２)外来管理加算について、次の不適

切な例が認められたので改めること。 

 ①診療録に患者からの聴取事項や診療

所見の要点の記載が不十分である。

〔4〕 

(３)時間外対応加算について、次の不

適切な例が認められたので改めるこ

と。 

 ①連絡先について、院内掲示、連絡先

を記載した文書の交付、診察券への記

載等により患者に対し周知を図るこ

と。 

（４）入院料について、次の不適切な

例が認められたので改めること。 

 ① 褥瘡対策 

ア 褥瘡評価実施加算について、ＡＤＬ

区分の判定が23点以上であっても、褥

瘡に関する危険因子の評価の実施の有

無を確認の上で算定すること 。 

<次号では「医学管理等」「在宅医療」

まで掲載予定> 

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包括評価に係る事項 

 1. 診断群分類及び傷病名 
Ⅲ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.届出事項 
 4.院内掲示 

 平成27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。  

 

 

 

 

 

本号 

次号 

3月号 

4月号 

 

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

かねばこ内科クリニック 内　他　消化器内科 381-0007 長野市大字金箱字芋地３２０番２ 026-295-6050 個人・稲田 浩之 常勤1 無 2017/1/1

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.

 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(開

設管理者の交代や遡及、移動等を除く)

を紹介している。12/1～12/31間は、医科

の１件。（氏名敬称略） 

★幅広く原稿を募集中！★原稿

等は１面「題字」左の本紙発行元

まで各種通信手段で。掲載分につ

いては図書カード２千円分を贈

 


