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医科 個別指導指摘事項 ①個別指導指摘事項 ①
2019 年度2019 年度

2019（令和元）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。

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. 診療録等
(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

（特に症状、所見、治療の要点等につ
いて記載内容の充実を図ること）。〔4〕
② 医師による日々の診療内容の記載
が乏しい。
③ 医師の診察に関する記載がなく、
注射等の治療が行われている。
④ 行った検査の必要性の記載が不十
分である。

ア　HCV 抗体定性・定量
⑤ 手術を実施した際、手術時に使用
した薬剤を診療録に記載していない。
⑥ 診療録第 1 面（療担規則様式第一
号（一）の 1）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。

ア　肺炎、　イ　糖尿病の疑い、　ウ　
心不全の疑い、　エ　骨粗鬆症

（編注：診療録第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。）

⑦ 診療録について
ア　検査の必要性の根拠、評価の記
載内容の充実を図ること。〔3〕
イ　医師の診察に関する記載がなく

「do」の記載で治療が行われている。
(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。〔7〕
② 鉛筆で記載している。
③ 修正テープ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。
④ 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、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。〔2〕
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。〔2〕
② 傷病名の転帰の記載が誤っている。

ア　疑い病名の「治癒」
（編注：傷病名の転帰について、疑い

病名の中止や転医の場合は「中止」、

疾病の治癒の場合は「治癒」とする。）

③ 傷病名の転帰の記載がない。
ア　不整脈、　イ　慢性肝炎、
ウ　十二指腸潰瘍、　エ　胃潰瘍、
オ　末梢性神経障害性疼痛

④ 主病の指定が行われていない。〔2〕
(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 傷病名の記載誤り

ア　大腸癌の疑い（「肺癌の疑い」
とすべきところ）

② 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

ア　帯状疱疹、　イ　糖尿病
③ 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。

ア　かぜ、　イ　咳〔2〕、　ウ　頭痛
〔2〕、　エ　疼痛〔2〕、　オ　口腔痛、
カ　筋肉痛〔3〕、　キ　残尿感、　ク　
喀痰喀出困難、　ケ　胸内苦悶、
コ　意識消失

④ 次の記載がない傷病名
ア　急性・慢性…湿疹〔9〕、胃炎　
イ　両・左右の別…変形性膝関節
症〔12〕、膝関節痛〔2〕、膝関節症、
膝関節炎、変形性関節症〔2〕、変形
性股関節症、変形性肩関節症、肩関
節周囲炎〔7〕、肩関節炎、肩こり、
陥入爪、上腕血腫の疑い、動脈硬化
症、乳癌、白内障
ウ　部位…湿疹〔9〕、痒疹〔2〕、皮
膚炎〔5〕、毛包炎、皮膚感染症、帯
状疱疹、凍瘡、浮腫、褥瘡〔2〕、創
傷感染症〔2〕、尋常性ざ瘡、打撲傷、
肝斑、尋常性疣贅、右足指ひょう疸、
爪下膿瘍、白癬〔3〕、胼胝、真菌症、
変形性関節症〔5〕、関節痛〔2〕、腰
椎圧迫骨折、ステント植え込み状態
エ　手術後である旨…大腸癌、胃癌、
乳癌、卵巣癌

⑤ 略号による記載
ア　COPD 、　イ　「①」、「②」、「③」

(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　じんま疹、　イ　かぜ、　ウ　胃
潰瘍、　エ　逆流性食道炎

③ 長期にわたる「疑い」の傷病名
ア　糖尿病の疑い、　イ　薬物性肝
炎の疑い、　ウ　薬物性腎障害の疑
い、　エ　貧血の疑い、　オ　腎性貧
血の疑い、　カ　インフルエンザの
疑い、　キ　膠原病の疑い、　ク　肺
結核の疑い、　ケ　肺非結核性抗酸
菌症の疑い

④ 重複して付与している、又は類似
の傷病名

ア　「喘息」と「喘息発作」
イ　「急性気管支炎」と「感冒」
ウ　「急性上気道炎」と「感冒」
エ　「高脂血症」と「脂質異常症」
オ　「高脂血症」と「高トリグリセ
ライド血症」と「高コレステロール
血症」
カ　「逆流性食道炎」と「難治療法
の必要な難治性逆流性食道炎」

（編注：「維持療法が必要な難治性逆

流性食道炎」のことと思われる。）

キ　「片頭痛」と「頭痛」
ク　「肩関節周囲炎」と「右肩関節
周囲炎」

(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。
① メチコバールの適応外投与に際し
て付与した「反回神経麻痺」
② セファランチンの適応外投与に際
して付与した「円形脱毛症」
③ ポンタールの適応外投与に際して
付与した「頚肩腕症候群」
④ アクアチム軟膏の予防投与に際し
て付与した「二次性皮膚感染症」
⑤ バナン錠の予防投与に際して付与
した「二次性皮膚感染症」
⑥ 越婢加朮湯の適応外投与に際して
付与した「湿疹」
3. 基本診療料
(1) 初・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 初診又は再診に附随する一連の行
為で来院したものについて再診料を算
定している。

ア　診療情報提供書のみを受け取り
に来院した際に算定している。▲
イ　訪問看護指示書を交付した際に
算定している。▲

② 慢性疾患等明らかに同一の疾病又
は傷病の診療を行った場合に、初診料
を算定している。▲
(2) 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 同日再診について理解が誤っている。

ア　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。）

② 外来管理加算について、患者から
の聴取事項や診察所見の要点の診療録
への記載がない。▲
③ 外来管理加算について、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。

次号は「4. 医学管理等」から

県保険医協会の「税務・経営電話相談」は、顧問税理士の土屋信行
氏により、次の通り実施しています。
◆平日の受付時間（しらかば会計事務所）
10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
◆受付電話 0269-33-3265
　なお、土屋税理士 ( 写真 ) が不在の場合は会
員である旨と連絡先を伝言下さい。改めて税
理士の方から連絡を致します。
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