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医科

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、▲は自主返還を求められ
た指摘を示している。
Ⅰ . 診療内容に係る事項

7. 投薬・注射、薬剤等
(1) 実際に使用したものと異なる薬剤
を算定している例が認められたので改
めること。
①オフロキサシン点眼液 0.3%　
8. リハビリテーション
(1) 疾患別リハビリテーションについ
て、 次の不適切な例が認められたので
改めること。
①機能訓練の記録

ア　機能訓練の開始時刻及び終了時
刻が実態に合っていない。〔2〕

(2) 摂食機能療法 1 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 毎回の訓練内容を診療録に記載し
ていない。▲
9. 精神科専門療法
(1) 入院精神療法（Ⅱ）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診療録への当該療法の要点の記載が
不十分である。
10. 処置
(1) 耳垢塞栓除去について、次の不適
切な例が認められたので改めること。
①耳垢塞栓除去（複雑なもの）につい
て、片側であるにもかかわらず、両側
として算定している。▲
11. 病理診断
(1) 病理判断料について、次の不適切な
実施例が認められたので改めること。

①診療録に病理学的検査の結果に基づ
く病理判断の要点の記載が不十分であ
る。
②診療録に病理学的検査の結果に基づ
く病理判断の要点の記載がない。▲
Ⅱ 管理 ・ 請求事務 ・ 施設基準

等に係る事項

1. 診療録等
(1) 電子的に保存している記録の管理・
運用について、次の不適切な例が認め
られたので改めること。
①「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン第 5 版」に準拠し
ていない。

ア　パスワードの有効期間を適切に
設定していない。パスワードは定期
的（2 か月以内）に変更すること。〔7〕
イ　パスワードが 8 文字未満である
例が認められた。パスワードは英数
字、記号を混在させた 8 文字以上の
文字列が望ましい。〔8〕

2. 診療報酬明細書の記載等
(1) 診療報酬明細書の記載等について、
次の不適切な例が認められたので改め

ること。
①実際の診療録の内容と診療報酬明細
書上の記載が異なる。（傷病名）

ア　「呼吸不全」と「2 型呼吸不全」　
イ　「膀胱癌」
ウ　「脊髄小脳変性症」
エ　「両手指関節痛」と「関節痛」
オ　「変形性膝関節症」と「変形性
関節症」

②実際の診療録の内容と診療報酬明細
書上の記載が異なる。（診療報酬明細
書に記載のない傷病名）

ア　「前立腺肥大症」
イ　「統合失調症」
ウ　「排尿障害」

(2) 診療報酬の請求に当たっては、医
師と請求事務担当者が連携を図り、適
正な保険請求を行うこと。また、診療
報酬明細書を審査支払機関に提出する
前に、医師自ら点検を十分行うこと。
3. 管理・請求等に係るその他の事項
(1) 請求事務について、診療部門と医
事会計部門との十分な連携を図り、適
正な保険請求に努めること。
(2) 標榜する時間にわたり、診療所に
おいて、患者、家族等からの相談に応
じる設備・人員等の体制を備えること。
(3) 保険医の勤務時間が不明確である
ため、適切に把握・管理すること。（特

個別指導指摘事項 ③個別指導指摘事項 ③
2019 年度2019 年度 に同一開設者が開設する他の医療機関

と兼務について）
4. 一部負担金等
(1) 一部負担金の受領について、次の
不適切な事項が認められたので改める
こと。
①受領すべき者から受領していない。

（親族）〔2〕
5. 掲示・届出事項等
(1) 掲示事項について、次の不適切な
事項が認められたので改めること。
①明細書の発行状況に関する事項を掲
示していない。
②明細書の発行状況に関する事項の掲
示について、一部負担金等の支払いが
ない患者に関する記載がない。〔2〕
③保険外負担に関する事項を掲示して
いない。
④施設基準に関する事項を掲示してい
ない。

ア　機能強化加算〔3〕、イ　時間外
対応加算 1、ウ　時間外対応加算 2、
エ　地域包括診療加算〔2〕、オ　別
添 1 の「第 9」の 1 の（3）に規定
する在宅療養支援診療所、カ　別添
1 の「第 9」の 2 の（3）に規定す
る在宅緩和ケア充実診療所、キ　在
宅時医学総合管理料及び施設入居時
等医学総合管理料、ク　在宅がん医
療総合診療料、ケ　外来後発医薬品
使用体制加算

(2) 次の届出事項の変更が認められた
ので、速やかに関東信越厚生局長に届
け出ること。
①診療時間の変更〔6〕
②保険医の異動（非常勤）
(3) 次の不適切な事項が認められたの
で改めること。
①保険医療機関である旨の標示がない。

連載は今月で終了となる

「クイズで考える私たちの医療」参加者の声②
前月に引き続きクイズキャンペーンへ寄せられた参加者の声を一部ご紹介します。

●医療費削減のためには色々な処置が
必要だと思う。（50 代）

●高齢者の方の生活保護の取扱いが増
えたので身近で切迫した問題だと思い
ます。（30 代）

● 30 才の人達も 30 年たてば 60 才
です。ムダなことはせず保険料を有効
に使用して下さい。（60 代）

●明暗のつかない今の状況の中、金銭
的負担まで増々増えてしまえば、どう
やって生きて行けば良いかわからな
い！（20 代）

●基本となる国民の健康を軽んじる事
は、政治の貧困であり大企業優先政策
には怒りをおぼえます。（70 代）

●健康意識の高まりや高齢化で医療費
がかさむ事はわかるが、今後年金の減
額で高齢者の収入も厳しいので窓口負
担 2 割化はやめてほしい。（60 代）

●医療体制の充実を希望します。安全
で質の高い医療を希望しますが、医療
従事者の皆様へは献身的な治療に感謝
します。（40 代）

●新型コロナウイルスで政府は莫大な
お金を使っているようです。財源はど
うなっているのか不安です。あまりに
も泥縄的対応だと思います。総合的効
果的な政策が乏しいからです。国民は
コロナへの不安とともに国の将来にも
不安を持ちます。（70 代）

●経済的理由で受診をためらう人は本
当に多いと思う。安心して医療が受け
られることが重要。（30 代）

● 2 割負担はしようがないが、医療
従事者が安心して働ける環境を作る必
要あり。（60 代）

●高齢化社会となっている現在の日本
では良い政策かと思われます。（50 代）

●少子高齢化が益々進む時代、75 歳
以上の窓口負担を 2 割にしたところ
でいつまでもつのか…（60 代）

●医療費の費用負担増やベッド数の減
少は心配な人もいるかもしれません
が、ミニマムで柔軟な医療を目指した
工夫は必要かと思います。（30 代）

●今年コロナに苦しめられた政府では
ベッド数を減らす事を取りやめてくれ
る事望みます。（80 代）

●初めて知ることが多く、知れてよかっ
たです。コロナで病床が逼迫している
ので、少ないのは困ると思う。復興に
協力したいと思っています。（10 代）

●とても勉強になりました。選挙権が
できたので、こういうことにも関心を
持とうと思いました。（10 代）
● Q3 歯科項目を拝読して、丁寧に歯
を磨こうと改めて思いました。（40 代）

●介護の現場では、一人一人が親身に
なって、努力しています。老人達が輝
いてきました。（80 代）

●介護職にたずさわる身としてコロナ
禍の医療介護の不安は相当なもので
す。国はきれい事だけで弱者や高齢者
が生きづらい世の中を作っているとし
か思えません。（50 代）

●国は在宅へのシフトを進めてきてい
る中で更に窓口負担も増やす方向に
なっている。その中で、自分がいかに
身を守り生活を送っていけるかが大切
だと考えます。（40 代）

●子どもの医療費無料だともっと助か
ります。（40 代）

●国は防衛費にかける税金を国民の福
祉、教育に転換してほしい。（70 代）

●若い人が医者にかかりやすい環境
や、休職後の職場復帰に注力して欲し
い。（40 代）


