
編注：〔 〕内の数字は指摘を受けた医
療機関件数を示している。▲は自主返
還の対象となった指摘を示している。
なお、（編注）とあるのは、編集部に
よる注釈
Ⅰ .診療内容に係る事項

1. 診療録
(1) 診療録への必要事項の記載につい
て、次の不適切な例が認められたので
改めること。
① 診療録は、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。〔23〕
② 医師による日々の診療内容の記載
が乏しい例が見られた（特に、症状、
所見、治療計画、検査結果、画像診断
等）。〔23〕
③ 診療録第 1 面及び診療報酬明細書
に記載している傷病名について、その
傷病を診断した経緯又は根拠について
診療録への記載が不十分である。〔3〕

（編注：診療録１面とはカルテ１号用
紙のこと。以下２面、３面についても
２号用紙、３号用紙のこと。）
④ 定められた様式（診療録第 2 面）
に記載していない。
⑤ 診療録第 2 面の記載について、欄
外に記載している例が見られた。
⑥　診療録第 2 面の記載について、「既
往症 • 原因 • 主要症状・経過等」の欄
と「処方・手術・処置等」の欄を区別
して記載していない。
⑦ コンタクトレンズ装脱練習等の医
療行為を行った場合には、その旨を記
載すること。〔2〕
(2) 紙媒体の記録について、次の不適
切な例が認められたので改めること。
① 記載内容が判読できない。〔8〕
② 欄外への記載が見られた。〔3〕
③ 時系列で診療録の記載がなされて
いない。
④塗りつぶし、修正液等により修正し
ているため、修正前の記載内容が判別
できない。修正は二重線により行うこ
と。〔3〕
⑤ 余白が多いので、斜線を引いて「以
下余白」とし、追記できないようにす
ること。
⑥ 複数の保険医が一人の患者の診療
に当たっている場合において、保険医
の署名又は記名押印が診療の都度なさ
れていないため、診療の責任の所在が
明らかでない。〔7〕
2. 傷病名
(1) 傷病名の記載又は入力について、
次の不適切な例が認められたので改め
ること。
① 「傷病名」欄への記載は、1 行に 1
傷病名を記載すること。〔6〕
② 診療録に傷病名を適切に記載して

いない。
③ 主病の指定が適切に行われていな
い。〔3〕
④ 略号による記載。〔2〕
⑤ 傷病名の転帰の記載がない。〔12〕
⑥ 傷病名の転帰が適切に記載されて
いない。〔2〕
⑦ 傷病名の部位を誤って記載して
いる。
(2) 傷病名の内容について、次の不適
切な例が認められたので改めること。
傷病名は診療録への必要記載事項であ
るので、正確に記載すること。
① 医学的に妥当とは考えられない傷
病名
② 医学的な診断根拠がない傷病名
③ 実際には「疑い」の傷病名である
にもかかわらず、確定傷病名として記
載しているもの
④ 次の記載がない傷病名
ア　急性・慢性・・胃炎
イ　 部 位・・ 湿 疹〔14〕、 慢 性 湿 疹

〔3〕、皮膚炎〔7〕、じんま疹、帯状疱
疹〔3〕、爪白癬〔3〕、陥入爪、筋肉
痛〔4〕、関節痛〔3〕、変形性関節症

〔5〕、関節炎〔2〕、坐骨神経痛、腱鞘炎、
鼠経ヘルニア、血栓塞栓症、圧迫骨折

〔2〕、創感染症、外傷、褥瘡〔2〕
ウ　両・左右の別・・変形性膝関節症

〔23〕、膝関節痛〔2〕、変形性肩関節
症〔3〕、肩関節周囲炎〔12〕、変形性
股関節症〔4〕、股関節脱臼、関節痛、
腱鞘炎、大腿骨骨折、下葉肺癌の疑い、
乳癌〔2〕、手湿疹〔2〕、爪白癬〔4〕、
鶏眼、白内障〔4〕、緑内障〔2〕、結
膜炎〔3〕、難聴、中耳炎〔2〕
⑥ 単なる状態や傷病名ではない事項
を傷病名欄に記載している。傷病名以
外で診療報酬明細書に記載する必要の
ある事項については、摘要欄に記載す
るか、別に症状詳記（病状説明）を作
成し診療報酬明細書に添付すること。

〔8〕
ア　発熱、イ　高熱、ウ　めまい、
エ　食欲不振（2）、オ　胸痛、カ　
胃痛

(3) 傷病名を適切に整理していない例
が認められた。傷病名には正しい転帰
を付して、適宜整理すること。
① 整理されていないために傷病名数

が多数となっている。
② 長期にわたる急性疾患等の傷病名

ア　胃炎、　イ　胃潰瘍
③ 長期にわたる「疑い」の傷病名

ア　大腸癌の疑い〔2〕、イ　イレウ
スの疑い、ウ　脂肪肝の疑い

④ 重複して付与している、又は類似
の傷病名

ア　「咳」、「感冒」、「急性上気道炎」、
「気管支炎」〔4〕
イ　「胃炎」と「慢性胃腸炎」
ウ　「逆流性食道炎」と「胸やけ」
エ　「ヘリコバクターピロリ感染症」
と「ヘリコバクターピロリ胃炎」
オ　「Ⅰ型糖尿病」と「Ⅱ型糖尿病」
カ　「脂質異常症」と「高コレステ
ロール血症」〔2〕
キ　「狭心症」と「虚血性心疾患」
ク　「慢性便秘症」と「便秘症」
ケ　「便通異常」と「便秘症」
コ　「アレルギー性結膜炎」と「結
膜炎」
サ　「両慢性結膜炎」と「両結膜炎」
シ　「ドライアイ」の重複付与
ス　「頸肩腕症候群」の重複記載
セ　「認知症の疑い」の重複記載
ソ　「双極性感情障害」と「躁うつ病」
タ　「皮脂欠乏症」と「皮脂欠乏性
湿疹」

(4) 検査、投薬等の査定を防ぐ目的で
付けられた医学的な診断根拠のない傷
病名（いわゆるレセプト病名）が認め
られた。レセプト病名を付けて保険請
求することは、不適切なので改めるこ
と。診療報酬明細書の請求内容を説明
する上で傷病名のみでは不十分と考え
られる場合には、摘要欄に記載するか、
別に症状詳記（病状説明） を作成し診
療報酬明細書に添付すること。〔16〕
①肝機能障害の疑い〔2〕、② 腎機能
低下の疑い〔2〕、③ 検査の実施に際
して付与した「細菌感染症」、④ 検査
の実施に際して付与した「鉄欠乏性貧
血の疑い」、「ビタミン欠乏症の疑い」、

「膀胱炎」、⑤ 「ラベプラゾール Na 塩
錠」の適応外投与に際して付与した

「逆流性食道炎」、⑥ 「サイトテック錠
200」の予防投与に際して付与した

「NSAID 胃潰瘍」、⑦ 鎮痛目的のため
の投与に際して付与した「うつ病」、「統

合失調症」
3. 基本診療料
(1) 初・再診料について、次の不適
切な算定例が認められたので改める
こと。
① 初診について理解が誤っている。

ア　再診相当であるにもかかわら
ず、初診料を算定している。〔▲ 2〕

② 自費診療を行った患者について、
誤って初診料を算定している。▲
③ 同日再診について理解が誤って
いる。

ア　同一又は互いに関連のある疾病
で受診した場合に算定している。▲

（編注：再診料は、再診の都度（同一
日において２以上の再診があってもそ
の都度）算定できるため、病状の悪化
等により再度受診した場合は、同一疾
病であっても同日再診として算定する
ことは問題ない。ただし、初診又は再
診の後、一旦帰宅し、後刻、検査、画
像診断、手術等のため受診するよう指
示した場合等は、同日再診として算定
することはできない。なお、複数の診
療科を同日に受診した場合の２科目再
診料は、同一又は互いに関連のある疾
病で受診した場合は算定できないとさ
れている。）
④ 外来管理加算

ア　患者からの聴取事項や診察所見
の要点の診療録への記載が不十分で
ある。〔7〕
イ　患者からの聴取事項や診察所見
の要点について診療録への記載がな
い。〔▲ 3〕

(2) 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 入院診療計画の記載内容が画一的
であり、個々の患者の病状に応じたも
のとなっていない。
② 入院診療計画の説明に用いた文書
について、記載内容が不十分である。
③ 認知症ケア加算 2

ア　身体的拘束を実施した場合の点
数を算定した場合、身体的拘束の開
始及び解除の日、必要な状況等の診
療録等への記載が不十分である。
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