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Ⅰ 診療に係る事項

１ 診療録

（１）保険診療と予防接種、人間ドック等の保険外診療の区別を明確にし、診療録を別々に作成する

こと。

（２）診療録に「公費負担者番号」「公費負担医療の受給者番号」「職務上・外」「業務災害又は通勤

災害の疑いがあるときはその旨」の欄が設けられていないので早急に改善を図ること。

（３）診療録は、保険者が変更となった場合に保険者毎に作成するのではなく継続して記載し作成す

ること。

（４）診療録については、様式第一号（一）の１から３までの様式からなるものであることを認識し、

そのすべての記録管理について適切に行うよう留意すること。

（５）診療録の３号様式の記載内容について、各日の合計点数のみの記載となっているが、各診療項

目の内訳点数を具体的に記載するよう改めること。

（６）診療録の様式第一号（一）の２について、様式どおりに記録、管理されていない例が認められ

たので改めること。

（７）診療録は、診療経過の記録であると同時に、保険診療の根拠、証拠となるものなので、次の事

項に留意のうえ的確に記載すること。

① 主病について的確に判断すること

② 転帰の整理は、的確な診断根拠や医学的判断により遅滞なく行うこと

③ 夜間・早朝等加算を算定する場合は当該患者の受付時間を明らかにしておくこと

④ 診療内容について、症状の経過や診察所見の記載を充実すること

⑤ 傷病名は症状でなく、原則として確定診断した傷病名を記載すること

⑥ 診察内容は診療の都度、記載すること

⑦ 検査の経過や結果について、記載を充実すること

⑧ 診療内容について、傷病を疑った根拠の記載が不十分な例が認められたので、的確に記載す

ること

⑨ 医学管理を行った場合の主治医の指示、指導管理の内容等について、診療録への記載を充実

させること

⑩ 長期にわたり診療が継続する患者については、経過をまとめた要約を作成する等、経過の把

握が的確に行えるよう努めること

⑪ 手術記録について、記載を充実させること

（８）診療録は、保険請求の根拠となるものであるから、医師は診療の都度、遅滞なく必要事項を記

載すること。

（９）診療録に主訴、原因、既往症及び初･再診時の症状所見、検査、医学管理、処置、画像診断、

治療計画、経過所見、診療内容、症状経過及び指示内容等の記載が不十分であるので、診療の都

度所定欄に詳細に記載すること。

（10）検査の必要性について記載を充実させること。

（11）往診を行った際、往診を必要とした傷病名や診療内容を的確に記載すること。

（12）再診料及び消炎鎮痛等処置の算定にあたって、医師の診察内容に関して診療録への記載が不十

分な例が認められたので改めること。
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（13）消炎鎮痛等処置、皮膚科軟膏処置等について診療録に実施したことが記載されていない例が認

められたので改めること。

（14）入院時の診療録記載で、入院が必要な症状・所見を詳細に記載すること。

（15）入院患者の診療録について、日々の診療内容の記載がない又は不十分な例が認められたので改

めること。

（16）手術実施に際し、手術記事を記載していない例が認められたので改めること。

（17）診療報酬明細書に記載があるにもかかわらず、診療録に記載がない傷病名が認められたので、

診療録上において適切に整理すること。

（18）指導・管理料算定に際し、指導・管理料の名称が正しく記載されていない例が認められたので

改めること。

（19）診療録の欄外に投薬の薬剤が記載されている例が見受けられたので改めること。

（20）時間外加算、深夜加算の算定に当たっては、受付時間を明らかにしておくこと。

（21）複数の医師が一人の患者の診療にあたっている場合において、診療にあたった医師名を診療録

に明示し、責任の所在を明らかにすること。

（22）診療録の記載について、事務職員が診療録に症状、投薬、治療の指示等を記載し、医師による

確認がされていない不適切な例が認められた。

診療録の記載については、医師が、医師の責任の下に記載することが原則であり、他の医療従

事者が医師の補助者として記載を代行した場合は、記載した者を分かるようにし、その都度、記

載内容について医師が確認のうえ、署名又は記名、押印すること。

（23）指導・管理料等の算定に際し、ゴム印を押す等により事務員が算定している例が認められたの

で、指導・管理料等の算定に際しては、医師自らが算定要件を満たしているか否かを確認し、診

療録に算定した旨を記録すること。

（24）診療録をＯＡ機器等で作成する場合は、診療日ごとに速やかに印刷し、診療を担当した医師が

署名又は記名・押印すること。

（25）処方内容について看護師が記載しているが、その記載について医師が了解した旨の記録がない

ので改めること。

（26）電子カルテに代行入力を行う場合は、作成の責任の所在を明確にし、真正性を確保すること。

（27）看護師等のいわゆる自家診療分について、診療録への記載が医師によるものではない例が認め

られたので改めること。

（28）診療録を更新する際は、以後の診療の参考になるよう主症状及び経過所見等を転記すること。

また、既往歴・病歴等の転記がないものが認められたので改めること。

（29）診療録に定期処方録を貼付し、それを基に処方の記載を do で行い、定期処方内容が記載され
ていない例が認められたので改めること。

（30）ページが改まっても、処方の記載を do で行い、do の内容が明らかでない例が認められたので
改めること。

（31）診療録はボールペン等による記載とし、鉛筆での記載は行わないこと。

（32）看護記録へは、ペン又はボールペンによる記載とし、鉛筆での記載は行わないこと。

また、責任の所在を明確にするため、看護師名を記載すること。

（33）略号等で記載されている、記載が乱雑である等の例が認められたので、第三者が内容を判読で
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きるよう丁寧な記載に努めること。

（34）診療録に貼紙があり、貼られた部位の元の記載内容が不明な例が認められたので改めること。

（35）診療録の記載内容の修正にあたっては修正液で修正することなく、修正前の記載事項が確認で

きるよう、二重線で抹消のうえ、保険医が押印し修正すること。

（36）使用する電子カルテは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠するこ

ととし、真正性、見読性、保存性が担保されるよう留意すること。

（37）電子カルテの運用に当たっては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第４.１
版（平成２２年２月）（注：現行は第４．２版（平成２５年１０月））」を遵守すること。

・利用者ＩＤ及びパスワードを設定すること。

・労務不能に関する意見に係る記載欄を設定すること。

・自院から交付する診療情報提供書等の写しの保存については、実際に交付した文書の写しを

電子媒体等により保存すること。

（38）電子カルテについて、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、運用

管理規定を作成すること。

（39）電子カルテについて、アクセス制限が全職員に無制限に与えられており、また、ID、パスワー
ドが全職員共通となっていることは電子カルテシステムの真正性が担保されていないため改める

こと。

（40）電子カルテ操作者のパスワードは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に

基づき変更するよう改めること。

（41）「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第４．１版（平成２２年２月）（注：現行

は第４．２版（平成２５年１０月））」に準拠していない次の不適切な例が見受けられたので、改

めること。

① 真正性

・システム操作業務日誌を整備していない。

② 見読性

・情報機器、保存媒体のリストの更新を行っておらず、物理的保存場所の確認が行えない。

・栄養指導の指導記録について、スキャナ取り込みしたものが不鮮明で、記載内容を判読し

づらい。

（42）電子的に保存している記録について、次の不適切な事項が認められたので改めること。

・３号様式が電子カルテに登載されていない。

（43）電子カルテと紙カルテが混在しているので一方に統一するよう努めること。

（44）診療録に写しを添付することとされているリハビリテーション総合実施計画書、訪問看護指示

書等の保管を適正に行うこと。

（45）診療録について、診療情報提供料の算定において交付した文書の写しを添付することとなって

いるが、指導当日に診療録としてこれらの添付資料を持参されず、診療報酬の算定にあたり、診

療録に添付することが必要とされているこれらの添付書類を含めて、診療録として管理されてい

なかったため改めること。

（46）診療録について、心電図の検査結果等について診療録に添付することとなっているが、指導当

日に診療録としてこれらの添付資料を持参されず、診療録に添付することが必要とされているこ



4

れらの添付書類を含めて、診療録として管理されていなかったため改めること。

２ 傷病名

（１）傷病名について、症状、所見及び検査結果等から医学的に妥当性がない傷病名を付している例

が認められたので改めること。

（２）傷病名は、診断根拠に基づき、妥当適切なものを付与すること。

（３）傷病名は事務部門で付与するのではなく、主治医が診断し付与すること。

（４）傷病名の付与について、次の不適切と考えられる例が認められたので改めること。

なお、症状について詳記が必要な場合は診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

① 重複していると考えられる病名を付与している

② 単なる症状を病名としている

③ 検査、投薬等の査定を防ぐ目的で付けられた、医学的根拠のないレセプト病名と思われる病

名を付与している

④ 疑い病名、急性病名が長期にわたり整理されていない

⑤ 急性・慢性の区別、左右の別、部位の記載がない

⑥ 複数の病名を主病としている

⑦ 診療録に診断根拠の記載がない

⑧ 診断の必要があって実施したＸ線撮影に対して病名が付与されていない

⑨ 初診から長期間経過した病名について、保険診療内容にあわせて整理がされていない

⑩ 感染症の疑い等の曖昧な病名を付与している

（５）医学的に診断根拠のないいわゆるレセプト病名が見受けられたので、傷病名を整理し、診療報

酬の請求に誤解を招かないようにすること。

なお、レセプト上の傷病名や請求項目のみでは診療内容に関する説明が不十分と思われる場合

には、診療から保険請求に至った経緯について「症状詳記」として作成し、レセプトに添付する

こと。

（６）多くの疑い病名を付けたうえで検査が実施され、その後、転帰が中止となっているといった健

康診断的検査と思われる例が認められた。検査の必要性及び傷病の診断根拠を診療録に明確に記

載するよう留意すること。

（７）傷病名について、安易に疑い病名を付すことなく、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、診療報酬明細書の摘要欄に症状詳記を記載するこ

と。

（８）傾向的な傷病名（術前検査時の急性結膜炎）が認められたので、改めること。

（９）疑い病名を連月付与している例が認められたので、医学的に妥当性のある傷病名を記載するこ

と。

（10）「疑い」病名で検査をしたときは、結果を得た時点で傷病名の整理を行うこと。

（11）病名の付与について、適確に病名を付与しないまま治療を行っている例が認められたので改め

ること。

（12）慢性疾患が急性増悪した場合に、診療録に急性病名の記載漏れが認められたので改めること。

（13）終了した傷病名については、終了年月日及び転帰欄を記載の上で整理をすること。
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（14）長期無再発の悪性腫瘍については、医師が医学的に治癒と判断した時点で診療録に転記、終了

年月日を記載の上整理すること。

（15）診療録と診療報酬明細書の傷病名、診療開始日が相違している例が認められたので改めること。

（16）診療録に傷病名の記載もれが認められたので改めること。

（17）病態が把握できる傷病名が記載されていない例が認められたので改めること。

例：神経痛

（18）傷病名については適宜見直しを行い、中止、治癒など病名整理をするとともに、医学的に妥当

性のある傷病名を記載すること。（転帰の記載）

（19）傷病名について、診療開始日が毎月変更されている不適切な例が認められたので妥当適切に整

理すること。

（20）長期無再発の悪性腫瘍の患者の場合で、診療又はその他の検査から悪性腫瘍の患者であること

が強く疑われた者に対しては、病名を整理の上、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定せずに腫瘍

マーカー検査で算定すること。

３ 初・再診料

（１）初診料は医学的に初診といわれる診療行為があった場合に算定されることになるので十分に留

意すること。

（２）治療が継続しているにもかかわらず初診料を算定している例が認められたので改めること。

（３）現に診療継続中であると認められる患者に対し、新たに発生した他の傷病で初診を行った場合

に、初診料を算定している例が認められたので改めること。

（４）初診料は、患者が任意に診療を中止し、１月以上経過した後に再び診療を受ける場合であって

も、慢性疾患等明らかに同一の疾患又は負傷であると推定される場合は算定できないので改める

こと。

（５）慢性疾患の経過中に新たに発症した疾病の診療については、初診料の算定はできないので改め

ること。

（６）急患等やむを得ない患者以外の患者について、常態として診療応需の態勢をとっているときは

時間外加算及び休日加算は算定できないが、当該加算を算定している例が認められたので改める

こと。

（７）休日加算について、算定したこと自体が診療録に記載されていない例が認められたので改める

こと。

（８）特別養護老人ホームの配置医師では算定できない再診料について、特別の必要があって行う診

療とは認められない診療について再診料を算定していた例が認められたので改めること。

なお、特別養護老人ホームの配置医師が行った診療行為について保険請求する場合には、厚生

労働省保険局医療課長が発出した通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いにつ

いて」に添った保険請求となるよう留意すること。

（９）同一日の再診料の算定において、診療内容及び経緯等について、診療録への記載が不十分な例

が認められたので改めること。

（10）患者が同一日に初回に受診した診療科とは別の診療科を再診として受診した場合において、初

回に受診した診療科で診療を受けた疾病と同一の疾病又は互いに関連のある疾病について、別の
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診療科を再診として受診した場合に、再診料（３４点）を算定している例が認められたので改め

ること。

（11）再診に附随する一連の行為で来院したものについて、再診料等が算定されている例が認められ

たので改めること。

（12）電話等による再診は、当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又

はその看護に当たっている者から直接又は間接に、治療上の意見を求められた場合に、保険医が

必要な指示をしたときに算定できるが、診療録に診療の内容や治療上の指示内容の記載がない例

が認められたので改めること。

また、電話での指示等が同一日における初診又は再診に付随する一連の行為とみなされる場合

には、算定できないものであること。

なお、検査結果を説明するだけでは算定できないこと。

（13）電話等による再診料について、往診の依頼に対して算定している例が見受けられたので改める

こと。

（14）外来管理加算は、医師が丁寧な問診と詳細な身体診察等を行ったうえで、病状や療養上の注意

点等を懇切丁寧に説明し、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載した場合に算定

できるが、診療録に要点の記載が画一的、記載が不十分又は記載がない例が認められたので改め

ること。

（15）外来管理加算の算定において、実際には消炎鎮痛等処置を施行しているにもかかわらず消炎鎮

痛等処置を算定せず外来管理加算を算定している例が認められたので改めること。

（16）看護師が訪問した上で点滴注射を実施したにもかかわらず、再診料、外来管理加算、時間外加

算、休日加算を誤って算定した例が見受けられたので改めること。

（17）再診後即入院となった患者について、外来分の診療報酬を入院分の診療報酬と別に算定した

例が見受けられたので改めること。

４ 入院料等

（１）入院診療計画書について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 写しを診療録に貼付していない

② 原本を診療録に貼付し写しを患者に交付している

③ 主治医以外の担当者名欄がない

④「主治医以外の担当者名」の欄に医師以外の職種の担当者の氏名を記載していない

⑤ 入院診療計画書の記載が不十分

⑥ 記載内容が画一的である

⑦ 医師及び看護師のみが計画を策定し、関係職種が共同して策定していない

⑧ 記載すべき項目について、全て記載されていない

⑨ 定められた様式となっていない

⑩ 特別な栄養管理が必要であるにもかかわらず、「特別な栄養管理の必要性」を「なし」と記

載している

（２）入院診療計画の作成にあたり、参考様式として示された様式について｢別添 6 ｣の｢別紙 2 ｣を使
用すべきところ、｢別添 6 ｣の｢別紙 2の 2 ｣を使用していた例が認められたので改めること。
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（３）入院診療計画の作成にあたって、参考様式として示された項目の中で欠落した項目のある説明

文書及び記載されていない項目のある説明文書が認められたので改めること。

例：特別な栄養管理の必要性

（４）特別な栄養管理が必要な患者について、医師、管理栄養士、看護師、その他医療従事者が共同

して栄養管理計画を作成しておらず、栄養管理計画を診療録に貼付していない例が認められたの

で改めること。

（５）一般病棟入院基本料について、次の不適切な例が見受けられたので改めること。

① 日勤を行っている者を夜勤専従者としていた

② 重症度･看護必要度に係る評価票の記録が看護記録と相違していた

（６）療養病棟入院基本料について、次の不適切な例が見受けられたので改めること。

① 入院基本料Ａから入院基本料Ｆを算定する場合に、定期的（少なくとも月に１回）に患者又

はその家族に対して、当該患者の病状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分への該当状況

について、「医療区分・ＡＤＬ区分に係る評価票」又はこれに準ずる書面を作成し交付の上で、

十分な説明を行い診療録に貼付することが行われていない。

② 「２４時間持続して点滴を行っている状態」の患者については、連続した７日間を超えた８

日目以降は、「医療区分３」に該当しないにもかかわらず、該当するとしていた。

（７）入院基本料を算定するにあたっては、医療区分の評価にかかる留意事項等の算定要件を十分に

確認の上、算定するよう改めること。

（８）特定入院料を算定している患者の退院時処方を行う際、入院期間中の残薬を含めて薬剤料を請

求している例が認められたので改めること。

（９）有床診療所療養病床入院基本料の入院基本料Ａ、Ｂ、又はＣの算定に当たって、入院患者の病

状や治療内容等の入院療養の状況及び各区分の該当状況を「別紙様式２」又はこれに準ずる様式

により作成し、患者又は家族に説明すべきところ、これを作成せず区分判定を行っている例が認

められたので改めること。

（10）慢性疾患により短期間の入退院を繰り返す場合における入院の起算日については、急性増悪そ

の他やむを得ない場合を除き、最初に入院した日とすることとされていることから、入院起算日

については、医師の医学的判断のもと、適切に取り扱うこと。また、急性増悪等により再入院さ

せることになった場合は、その時の病状が客観的に理解できるよう診療録に記載すること。

（11）栄養管理体制の基準について、特別な栄養管理が必要な患者に係る栄養管理計画を作成してい

ない例が認められたので改めること。

（12）臨床研修病院入院診療加算の算定において、研修医の診療録の記載に係る電子カルテでの指導

医の承認がない例が認められたので改めること。

（13）救急医療管理加算算定に際し、緊急に入院を必要とする重症患者であることが診療録より確認

できない例が認められたので改めること。

（14）救急医療管理加算の算定において、加算対象の状態ではない患者に対して算定している例が認

められたので改めること。

（15）栄養サポートチーム加算の算定において、算定要件に定められている「別紙様式５」又はこれ

に準じた様式となるように記載内容を充実させること。

（16）医療安全対策加算について、医療安全管理対策委員会の構成員等が参加して医療安全対策に係
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る取り組みの評価等を行うカンファレンスを週 1 回程度適正に開催すること。また、開催した場
合は、その内容等を適正に記録しておくこと。

（17）褥瘡評価実施加算について、「治療･ケアの確認リスト」により定期的に評価し治療計画の見直

しを行うよう改めること。

（18）入院患者に提供した食事について、回数を誤って算定した例が認められたので改めること。

（19）入院時食事療養(Ⅰ)に係る特別食加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 特別食のオーダーを医師が入力していない

② 特別食に係る食事せんが発行されていない

③ 患者の病状等に対応していない食事せんに基づき算定している

④ 特別食を提供している患者の病態が算定要件を満たしていない

（20）特別食の提供について、医師が食事せんを発行せず、口頭指示により提供した例が認められた

ので改めること。

５ 医学管理等

（１）特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画

に基づき服薬、運動及び栄養等の療養上の管理を行い、診療録に管理内容の要点を記載した場合

に算定できるが、診療録に管理内容の要点の記載がない、画一的又は不十分な例が認められたの

で改めること。

（２）特定疾患療養管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画

に基づき服薬、運動及び栄養等の療養上の管理を行い、診療録に管理内容の要点を記載した場合

に算定できるが、治療内容から判断して当該月の主病が特定疾患療養管理料の算定対象となる疾

患でない者に算定している例が認められたので改めること。

（３）特定疾患療養管理料は、患者の生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患

者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うこ

とを評価したものであり、２カ所の保険医療機関では算定できないため、患者等から情報を得る

などして重複した算定とならないよう注意すること。

（４）特定疾患療養管理料を医師に対して算定している例が認められたので改めること。

（５）特定薬剤治療管理料は、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、薬物血中濃度を測定して計

画的な治療管理を行い、当該患者に係る薬剤の血中濃度、治療計画の要点を診療録に記載した場

合に算定できるが、診療録に薬剤の血中濃度、治療計画の要点が記載がない又は不十分な例が認

められたので改めること。

（６）悪性腫瘍特異物質治療管理料は、腫瘍マーカー検査を行い、当該検査の結果に基づいて計画的

な治療管理を行ったうえで、診療録に腫瘍マーカー検査の結果及び治療計画の要点を記載した場

合に算定できるが、診療録に当該検査の結果の記載がない、治療計画の要点の記載がない又は不

十分な例が認められたので改めること。

また、悪性腫瘍と確定診断がされた患者以外に算定している例が認められたので改めること。

（７）小児特定疾患カウンセリング料について、当該疾病の原因と考えられる要素、診療計画及び指

導内容の要点等カウンセリングに係る概要の診療録への記載がない又は不十分な例が認められた

ので改めること。
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（８）小児特定疾患カウンセリング料について、カウンセリングを行った小児科を担当する医師が、

アレルギー科以外の他の診療科を併せ担当しているにもかかわらず算定していた例が認められた

ので改めること。

（９）てんかん指導料の算定について、算定可能な診療科を標榜していないにもかかわらず算定して

いる例が認められたので改めること。

（10）てんかん指導料は、治療計画に基づき療養上必要な指導を行い、診療録に診療計画及び診療内

容の要点を記載した場合に算定できるが、療養上必要な指導が行われていない、診療録に要点の

記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。

（11）難病外来指導管理料について、診療計画及び診療内容の要点の診療録への記載がない又は不十

分な例が認められたので改めること。

（12）難病外来指導管理料について、実態的に主病に対して主として診療を行っている保険医療機関

で算定することとなるため、複数の保険医療機関において診療を行っている場合には、他の保険

医療機関に対して確認をした上で、主として診療を行う場合に算定すること。

（13）皮膚科特定疾患指導管理料について、診療計画及び診療内容の要点について診療録への記載が

不十分である例が認められたので改めること。

また、対象となるアトピー性皮膚炎は外用療法を必要とする場合に限ることに留意すること。

（14）皮膚科特定疾患指導管理料算定に際し、投薬の内容から判断して皮膚科特定疾患指導管理料

（Ⅱ）を算定すべき者について、皮膚科特定疾患指導管理料（Ⅰ）を算定している例が認められ

たので改めること。

（15）皮膚科特定疾患指導管理料については、皮膚科又は皮膚泌尿器科以外の診療科を併せて担当し

ている医師が指導管理した場合は算定できないので改めること。

（16）外来栄養食事指導料について、医師は管理栄養士へ少なくとも熱量、熱量構成、蛋白質量、脂

質量について具体的な指示を行い、診療録に管理栄養士への指示事項を記載することとなってい

るが、診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。

（17）入院栄養食事指導料について、医師が管理栄養士に指示した事項（熱量構成、脂質量等につい

ての具体的指示）の診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。

また、特別食を必要とする患者に限ることに留意すること。

（18）心臓ペースメーカー指導管理料は、体内植込式心臓ペースメーカー等のパルス幅、スパイク間

隔、マグネットレート、刺激閾値、感度等の機能指標を計測するとともに、療養上必要な指導を

行った場合に算定すること。

また、計測した機能指標の値及び指導内容の要点を診療録に記載すること。

（19）在宅療養指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 医師の指示に基づき看護師又は保健師が在宅療養上必要な指導を 30 分以上個別に行った場
合に算定できることに留意すること

② 医師が保健師又は看護師に指示した事項の診療録への記載がない又は不十分である

③ 患者ごとの療養指導記録が作成されていない

④ 指導実施時間（開始・終了時刻）を明記していない

⑤ 当該指導を継続するに当たっては、必要性を検討し、その内容を診療録に記載すること

（20）慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の
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検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定できるが、診療録に管理内容の要点の

記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。

（21）慢性維持透析患者外来医学管理料算定に際し、月の途中、他医療機関からの転医により実施し

た場合に他医療機関における当該管理料の算定の有無を確認することなく算定している例が認め

られたので改めること。

（22）耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料について、治療計画及び指導内容の要点の診療録への記載がな

い例が認められたので改めること。

（23）がん性疼痛緩和指導管理料について、麻薬の処方前の疼痛の程度、麻薬処方後の効果判定、副

作用の有無、治療計画及び指導内容の要点の診療録への記載が不十分な例が認められたので改め

ること。

（24）乳幼児育児栄養指導料について、育児、栄養その他療養上必要な指導の要点の診療録への記載

が記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。

（25）生活習慣病管理料について、算定する患者に対する少なくとも１月に１回以上の総合的

な治療管理内容について診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。

また、少なくとも４月に１回以上は交付しなければならない療養計画書が交付されていない例

が認められたので改めること。なお、療養計画書の様式については、通知で定められた別紙様式

９又はこれに準じた様式を使用すること。

（26）ニコチン依存症管理料について、診療計画及び治療管理の要点の診療録への記載が不十分な例

が認められたので改めること。

また、「禁煙治療のための標準手順書」に沿った治療を行うよう留意すること。

（27）肺血栓塞栓症予防管理料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 関係学会の示す標準的な管理方法を踏まえていない例について算定している（具体的

には、ガイドラインに基づいたリスクレベルの評価を行っていない）

② 医学的に必要性の乏しい患者に対して算定している

③ 肺血栓塞栓症の予防の目的として、必要な機器又は材料を用いて計画的な医学管理を

行った事実が分かるよう、診療録への記載を充実させること

（28）開放型病院共同指導料（Ⅰ）について、開放型病院において患者の指導等を行った事実につい

て、診療録への記載が不十分な例が認められたので改めること。

（29）がん治療連携指導料算定に際し、当該指導料を算定したこと自体診療録に記載されていない例

が認められたので改めること。

（30）退院時リハビリテーション指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 指導（又は指示）内容の要点が診療録等に記載がない又は不十分

② 理学療法士が看護師、社会福祉士等とともに指導を行っていない場合に算定している

（31）薬剤管理指導料について、薬剤管理指導記録の内容が不十分な例が認められたので改め

ること。

また、薬剤管理指導料３の算定において、特に安全管理が必要な医薬品が投与されてい

る患者に対して算定されている例が見受けられたので改めること。

（32）診療情報提供料（Ⅰ）について、次の不適切な例が認められたので改めること。
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① 交付した文書の写しを診療録に添付していない

② 定められた様式となっていない

③ 定められた様式の全ての項目を記載する

④ 医療機関からの紹介に対する単なる返事で算定している

⑤ 紹介先保険医療機関ごとに患者１人につき月１回に限り算定できるが、同月内に同一保険医

療機関に対して２回交付した場合に２回算定している

⑥ 訪問リハビリテーションの指示に関する文書を交付した際に算定している

⑦ 注７の退院時に係る加算について、退院後の治療計画がない

（33）保険薬局に対する診療情報提供料（Ⅰ）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 処方せんの写しが診療録に添付されていない

② 在宅で療養を行っている多数の患者に対して連月算定をしているが、その必要性が乏しい

（34）薬剤情報提供料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 診療録に薬剤情報を提供した旨の記載が明かでない

② 薬剤の処方日数のみを変更した場合に算定している

③ 副作用及び相互作用に関する文書による情報の提供がない

④ 医師に対して算定している

⑤ 手帳記載加算として３点を加算するところ、誤って５点を加算している

⑥ 医療情報システム上、初期設定が「提供する」になっている。提供の有無は、処方の都度、

主治医が必要性を判断した後に入力する仕組みに改めること

（35）療養費同意書交付料について、療養費の支給対象となる疾病であることを適切に確認のうえ交

付するよう留意すること。

（36）療養費同意書交付料を算定すべき施術に係る同意書を交付したにもかかわらず診療情報提供料

（Ⅰ）を算定していた例が認められたので改めること。

６ 在宅医療

（１）往診料算定に際し、患家の求めの有無が診療録に記載されていないため、算定要件を満たして

いるか否かが確認できない例が認められたので改めること。

（２）往診を必要とした症状所見等について、診療録への記載がない又は不十分である例が認められ

たので改めること。

（３）往診は、患家の申し出のみで行うのではなく、診療上必要があると認められるときに限り行う

こと。

（４）往診料の緊急往診加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の患者以外の

患者に対して診療に従事している時に、患者又は現にその看護に当たっている者から緊急に求め

られて往診を行った場合に算定できること。

また、「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において専ら診療に従事してい

る時間であって、概ね午前８時から午後１時までの間であること。

（５）往診料の緊急往診加算の算定について、緊急に往診しなければならない疾患とは予想されない

場合に算定していた例が認められたので改めること。
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（６）往診料は、患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的

ないし計画的に患家又は他の医療機関に赴いて診療を行った場合には算定できないこと。

ただし、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院による療養が困難

な者に対して、その同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的に訪問して診療を行った場合に

は、在宅患者訪問診療料を算定できること。

（７）頻回の往診が必要なものについて、計画的な医学管理、定期的な訪問などの要件に該当する場

合は、在宅患者訪問診療料の算定を検討すること。

（８）往診料を算定すべきと思われる事例について在宅患者訪問診療料を算定している例が認められ

たので改めること。

（９）定期的に患家等を訪問していると思われる場合に在宅患者訪問診療料でなく往診料を算定して

いる例が認められたので改めること。

（10）在宅患者訪問診療料について、継続的診療の必要性、訪問診療の計画及び診療内容の要点につ

いて診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。

（11）在宅患者訪問診療料の算定において、訪問診療の時間が長時間となり加算を算定した際の診療

録の記載について充実を図ること。

（12）在宅患者訪問診療料算定に際し、診療録が１年ごとに分冊されているにもかかわらず、訪問診

療の計画が以前の診療録にのみ記載され、サマリーにも記載されていないため計画の内容が確認

できない例が認められたので改めること。

（13）頻回の通院を行っているなど通院可能と疑われる患者について、在宅患者訪問診療料、在宅時

医学総合管理料等を算定している例が見受けられたので、必要性を十分に考慮した上で在宅医療

を実施すること。

（14）在宅ターミナルケア加算について、定期的な訪問診療をしていないにもかかわらず算定してい

る例が認められたので改めること。

（15）看取り加算を算定する場合は、事前に患者又はその家族等に対して説明と同意を行った旨及び

診療内容の要点を診療録に記載すること。

（16）在宅療養支援診療所が患者またはその家族に交付する文書には、緊急時の入院先についても記

載すること。

（17）在宅時医学総合管理料及び特定施設入居時等医学総合管理料について、個別の患者ごとに総合

的な在宅療養計画を作成し、その内容を患者、家族等に説明し、在宅療養計画及び説明の要点等

を診療録に記載することとなっているが、診療録への記載が記載がない又は不十分な例が認めら

れたので改めること。

（18）在宅時医学総合管理料算定に際し、月２回以上の定期的な訪問診療を行っていないにもかかわ

らず算定している例が認められたので改めること。

（19）在宅がん医療総合診療料(連携により体制を確保する場合）算定に際し、当該患者の病状、治

療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に電話により提

供しており、文書により随時提供し、提供した診療情報を当該患者の診療録に添付することなく

算定している例が認められたので改めること。

（20）在宅患者訪問看護・指導料算定に際し、医師が看護師等に対して行なった指示内容の要点が診

療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。
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（21）訪問看護指示料算定に際し、厚生労働省が例示した訪問看護指示書の項目において記載のない

例が認められたので改めること。

（22）訪問看護指示料の算定について、診療に基づかず訪問看護指示書を交付している例が認められ

たので改めること。

（23）訪問看護指示料の算定について、訪問看護指示書の交付日と訪問看護指示料の算定日が相違し

ている例が認められたので改めること。

（24）特別訪問看護指示加算算定に際し、厚生労働省が例示した特別訪問看護指示書の項目において

記載されていない項目のある例が認められたので改めること。

（25）特別訪問看護指示加算算定に際し、訪問看護指示書を交付していないにもかかわらず算定して

いる例が認められたので改めること。

（26）次の在宅療養指導管理料ついて、当該在宅療養を指示した根拠、指示事項（方法、注意点、緊

急時の措置を含む）、指導内容の要点の診療録への記載が不十分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

② 在宅酸素療法指導管理料

③ 在宅中心静脈栄養法指導管理料

④ 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料

⑤ 在宅自己導尿指導管理料

⑥ 在宅人工呼吸指導管理料

⑦ 在宅寝たきり患者処置指導管理料

（27）在宅酸素療法指導管理料算定に際し、当該指導管理料を算定したこと自体診療録に記載されて

いない例が認められたので改めること。

（28）在宅酸素療法指導管理料の算定について、留意事項通知等に定められている対象患者であると

の確認が明確にできない患者について算定している例が認められたので改めること。

また、留意事項通知等を再度確認のうえ、診療録に対象患者であることが明確になるよう必要

な事項を記載すること。

（29）在宅酸素療法指導管理料の算定の対象となる患者の要件について確認の上、傷病名、重症度の

検査結果について適切に診療録に記載すること。

（30）在宅酸素療法指導管理料について、病態が安定していない患者について算定していた例が認め

られたので改めること。

（31）在宅酸素療法指導管理料算定に際し、「その他の場合」に該当する在宅酸素療法とは、諸種の

原因による高度慢性呼吸不全例、肺高血圧症の患者又は慢性心不全の患者のうち、安定した病態

にある退院患者及び手術待機の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものをいう

とされているところ、それ以外の患者について算定している例が認められたので改めること。

（32）在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料について、治療状況の評価が不十分な例が認められたので改

めること。

（33）血糖自己測定器加算算定に際し、診療録に測定値の記載がないため、その記録に基づき指導を

行ったか否かが確認できない例が認められたので改めること。

（34）在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算について、患者が在宅で血糖の自己測定を行っ

た記録を元に指導を行い、指導内容の要点を診療録へ記載すること。



14

（35）血糖自己測定器加算(月 80 回以上測定する場合)を血糖値の変動が大きい者以外に対して算定
している例が認められたので改めること。

（36）特別養護老人ホーム等に入所中の患者に対して、特定施設入居時等医学総合管理料を算定でき

るのは、死亡日からさかのぼって３０日以内の患者及び末期の悪性腫瘍の患者である場合に限ら

れているので、末期の悪性腫瘍に該当するか否かの判断は、慎重に行うこと。

（37）特別養護老人ホーム等に入居している患者について、他給付で評価されて算定できない在宅自

己注射指導管理料を算定している例が認められたので改めること。

また、在宅酸素療法指導管理料にかかる指導管理を行っている患者について、算定できない喀

痰吸引の費用を算定している例が認められたので改めること。

なお、特別養護老人ホーム等に入居している患者に係る診療報酬の請求については、厚生労働

省保険局医療課長が発出した通知「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」

を遵守すること。

７ 検査・画像診断

（１）検査は、患者個々の自覚症状や他覚的所見等により必要な項目を選択し、医学的に必要性が認

められるものについて、段階的に、必要最小限の回数で実施すること。画一的、過剰とならない

ように注意すること。また、その結果は適宜評価し治療に反映すること。

・高血圧症の患者に対し行っているホルター型心電図検査

・悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している者にＢ－Ｖを実施

・慢性甲状腺炎発症から 1年以上経過した者にＦＴ３を実施
・鉄欠乏性貧血の患者でない者にＦｅを実施

（２）検査・画像診断について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 検査・画像診断を必要とする主訴、症状、既往症及び所見等について、診療録への記載が不

十分である

② 検査結果及び結果の評価について、診療録への記載が不十分である

③ 必要性が乏しい検査（セット検査）が実施されている

④ 必要性が乏しい検査が頻回に実施されている

⑤ 検査が画一的に行われている

⑥ 重複して同種の検査が実施されている

⑦ 過剰と思われる検査が実施されている

⑧ 保険適用外の検査が実施されている

⑨ 病名を付与しないまま検査が実施されている

⑩ 健康診断的に検査が実施されている

⑪ 施設入所のために行った検査（保険診療とは認められない検査）が算定されている

（３）検査の実施に際し、実施する根拠、結果の評価の診療録への記載がないため検査の必要性に疑

義のある例が認められたので改めること。

（４）検査結果の診療録への記載がないため、検査を実施したことが確認できない例が認められたの

で改めること。

（５）病名付与の診断根拠となる検査等を行っているにもかかわらず、診療録への検査結果等の記載
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が不十分な例が認められたので改めること。

（６）同一疾病に対する検査に関して、保険診療では項目数に制限があり請求できない多項目数の検

査を患者に自費請求することは認められないので改めること。

（７）病名に対して、検査実施の頻度が少なく、診療録に他医療機関での検査結果の資料の添付も無

く、診療録では患者の医学的な検査結果の推移の確認が困難であるにもかかわらず、投薬等を継

続している例が認められたので、必要であれば検査を実施するか、または他医療機関での検査結

果の資料を診療録にて管理するよう改めること。

（８）外来迅速検体検査加算について、当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果

に基づく診療が行われた場合に算定するよう留意すること。

（９）生化学的検査について、連月で多項目の検査を行っている例が認められたので、画一的になら

ないように、必要な検査を選択し、段階的に行うよう改めること。

（10）総鉄結合能（TIBC）と不飽和鉄結合能（UIBC）を同時に実施した場合は、主たる点数を算定
すること。

（11）鉄欠乏性貧血の疑いのままでのフェリチン定量検査の実施は適当でなく、病名が確定していた

のであれば疑い病名を中止し、確定病名を付与すること。

（12）腫瘍マーカーについて、診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であるこ

とが強く疑われる者に対して検査を行った場合に算定することとなっているが、診療録に検査の

必要性、診断根拠及び結果の記載がない例が認められたので改めること。

（13）悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定しているにもかかわらず算定できない腫瘍マーカー検査を

算定している例が見受けられたので改めること。

（14）自己抗体検査について、併算定できないものを算定している例が認められたので改めること。

（15）心エコー検査について、検査の必要性が診療録から読み取れない例が認められたので、検査の

必要性について診療録に記載するよう改めること。

（16）心エコー検査、ホルター型心電図検査の検査結果の報告内容が乏しい例が認められたので改め

ること。

（17）呼吸心拍監視について、観察した呼吸曲線、心電曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点の

診療録への記載がない又は不十分な例が認められたので改めること。

（18）経皮的動脈血酸素飽和度測定について、酸素吸入を行っていない等の対象外の患者に対して算

定している例が見受けられたので改めること。

（19）神経学的検査について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 神経学的検査チャートの作成にあたっては、患者・家族に対する説明内容の記載を充実する

こと

② 結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定するものであることから、診療録にそ

の根拠を記載すること

（20）屈折異常を伴わない傷病名に対して、屈折検査、矯正視力検査並びに角膜曲率検査を実施して

いる例が見受けられたので改めること。

（21）コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者（既装用者の場合を含む。）に対して、眼科的

検査を算定している例が見受けられたので改めること。

（22）コンタクトレンズを処方した患者について、９歳以上の弱視の患者であるにもかかわらずコン
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タクトレンズ検査料２を算定せず、眼科学的検査を算定していた例が認められたので改めること。

（23）認知機能検査その他の心理検査について、一連の検査を複数回算定している例が認められたの

で改めること。

（24）喉頭ファイバースコピーの際に使用していない内視鏡検査用フィルムを算定した例が見受けら

れたので改めること。

（25）画像診断について、実施した画像診断の必要性、結果、結果の評価について診療録への記載が

ない又は不十分である例が認められたので改めること。

（26）画像診断は、診療上必要があると認められる場合に行うものであるが、過剰に実施している不

適切な例が認められたので改めること。

・頸椎の６方向撮影

・胸椎の４方向撮影

・腰椎の５方向撮影

（27）画像診断（コンピューター断層撮影〔ＣＴ撮影〕、磁気共鳴コンピューター断層撮影〔ＭＲＩ

撮影〕）は、診療上必要があると認められる場合に行うものであるので、その必要性を十分検討

して行うこと。

（28）コンピューター断層撮影（ＣＴ撮影）の算定において、診療録に検査の必要性、診断根拠及び

結果の記載がない例が認められたので改めること。なお、治療に結びつかない検査は健康診断的

であるため改めること。

（29）コンピューター断層診断料は、当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて

診断を行った場合には、初診料を算定した日に限り算定できるが、再診料を算定した日に算定し

ている例が認められたので改めること。

（30）画像診断管理加算２の算定において、中国四国厚生局長へ届出た専ら画像診断を行う医師以外

の者が読影したものについて算定している例が認められたので改めること。

（31）時間外緊急院内画像診断加算の算定に際し、緊急に画像診断を行う必要性が認められない画像

診断について算定していた例が認められたので改めること。

８ 投薬・注射

（１）投薬・注射に当たっては、その必要性を十分に考慮した上で、適応、用法、用量等の薬事法上

の承認事項を厳守して使用すること。また、治療効果判定を行い、漫然と投与することのないよ

う適正に使用すること。

（２）投薬・注射については、効果を評価しながら妥当適切な投与に努め、所見を診療録に記載する

こと。

（３）経口投与が可能であるにもかかわらず注射による投与が見受けられたので改めること。

（４）注射については、経口投与による効果が期待できない等、使用の必要性について考慮した上で

使用すること。

（５）同一の薬剤については、経口投与と注射の併用はできないものであるので改めること。

（６）所見・検査結果等の記載がなく医学的に妥当と考えられない傷病名に対して投薬が行われた例

が認められたので改めること。

（７）一定期間の投薬が必要な傷病に対する薬剤について、短期間の投薬とした理由を診療録に記載
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すること。

（８）薬剤投与に際し、服薬状況を確認していない又は服薬状況は確認しているが確認した事項を診

療録に記載していない例が認められたので改めること。

（９）無診察投薬・注射と誤解を招くような例が見受けられたので、「保険医療機関及び保険医療養

担当規則」に従い、妥当適切な保険診療を行うこと。

（10）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。

・禁忌投与

・適応外投与

・用法外投与

・過量投与

・抗菌剤の過量投与

・長期漠然投与（症状の経過や検査結果等に応じて薬剤が変更されていない）

・投与制限期間を超えた薬剤投与

・予防的と思われる薬剤投与

（11）薬剤（ミノマイシン錠）の投与にあたっては、１回に１４日分投与（長期投与）については、

「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等に基づき、より一層慎重に取扱うこと。

（12）急性期に使用されるべき薬剤が漫然と長期間にわたり投与されている例が認められたので改め

ること。

（13）適用となる傷病名及び注射の必要性等について、診療録への記載が不十分な例が認められたの

で改めること。

（14）抗生物質の投与について、必要性の根拠が診療録に記載がない又は不十分な例が認められたの

で改めること。

（15）屯服薬の処方について、定期での投薬と考えられる処方が認められたので、定期での投薬であ

れば、内服薬として処方し、投薬日数についても患者の症状等に応じて妥当、適切な日数で処方

するよう改めること。

（16）処方料の算定において、治療期間に対して算定回数が頻回となっている例が認められたので適

切な処方管理を行うよう改めること。

（17）処方の回数が過剰と思われる例が認められたので改めること。

（18）処方せん料について、退院日に外来診療で算定している例が認められたので改めること。

（19）処方せん料について、患者に責のある理由により薬剤の再交付を受けるため、患者に処方せん

を交付した際に算定している例が認められたので改めること。

（20）特定疾患処方管理加算は、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする場合に算定できるが、当該

疾患が主病でない患者について算定した例が認められたので改めること。

（21）漢方薬の使用にあたっては、症状の経過及び効果の有無に留意しながら使用すること。

（22）漢方薬と洋薬の併用にあたっては、薬効を見極め慎重に扱うこと。

（23）多種類の降圧剤が投与されているにもかかわらず、服薬状況について確認した事項が診療録に

記載されていない例が認められたので改めること。

（24）複合ビタミン剤と各種ビタミン剤を併用している例が認められたので改めること。
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（25）重複投与の例が認められたので改めること。

・アリナミンＦ糖衣錠とアリナミンＦ５０注を経口と注射の両方で使用している

（26）不眠症に対する投薬については、安易に同種同効薬を増やすことなく、医学的に妥当適切な投

薬となるよう改めること。

（27）抗菌剤の使用にあたっては、どの抗菌剤を使用するのか慎重に選択して使用するよう注意する

こと。

（28）眼科手術補助剤を手術時に 2剤使用していた例が認められたが、医学的に 2剤を使用しなけれ
ばならなかった理由を診療報酬明細書の摘要欄に詳記すること。

（29）生理食塩液については、必要性を考慮して使用するよう改めること。

（30）注射薬のみの処方は認められないので改めること。

（31）点滴注射について、適宜、治療効果判定を行い、漫然と投与することのないよう適正に使用す

るよう留意すること。

（32）注射の使用に当たっては、その必要性を十分に考慮した上で、適応、用法、用量等の薬事法上

の承認事項に基づき適切に行うものであるが、不適切な例が認められたので改めること。

・手術中のアミカシン硫酸塩注射液の局所投与

・スベニールディスポ関節注 25mgの用法外投与
・アルツディスポ関節注 25mgの用法外投与
・糖尿病の確定診断がされていない患者に対するキシリトール静脈注 20mlの静脈内注射

（33）手術後の脳梗塞の予防のために投与している不適切な例が認められたので改めること。

・ラジカット点滴静注バッグ 30mg
（34）血液凝固障害のある患者に、禁忌投与している例が認められたので改めること。

・イントラリピッド輸液 20%
（35）静脈内注射、点滴注射又は中心静脈注射のうち２以上を同一日に併せて行った場合は、主たる

ものの所定点数のみを算定すること。

（36）傷病に対する診断根拠がなく、薬事法承認事項が遵守されていない特定生物由来成分注射の施

行が認められた。注射の実施にあたっては薬事法承認事項を十分確認のうえ実施すること。

・ラエンネック注、メルスモン注の注射

（37）持続型赤血球造血刺激因子製剤を投与するにあたって、薬剤の添付文書や学会のガイドライン

に添った投与の理由、評価した結果の診療録記載のない例が認められたので改めること。

・ミルセラ注シリング

（38）特別生物由来製品を使用した場合の使用管理について、診療録に製品管理シールを貼付するこ

とにより管理することなく、別帳簿により管理すること。

（39）葉酸注射薬について、投薬を必要とする理由を診療録に記載のうえ実施すること。

（40）エポジンの使用にあたっては、ガイドライン、薬事法上の承認内容に従って保険適用の範囲内

で適正に使用すること。

また、エポジンの必要性、使用の根拠について診療録に十分記載すること。

（41）ビタミン剤の算定について、ビタミン製剤を単なる栄養補給目的で投与している例、投与が必

要且つ有効と判断した趣旨が診療録に記載していない例、効果判定を行うことなく漫然と投与し

ている例が認められたので改めること。
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（42）食事を経口摂取しているにも拘わらず、ビタメジン静注用及びビタミンＣ注を投与している例

が認められたので改めること。

（43）ビタミン剤の注射について、経口投与では効果が期待できない等、使用の必要性について考慮

した上で使用すること。

また、必要性を診療録及び診療報酬明細書に記載するよう改めること。

（44）必要性が診療録に記載されていないにもかかわらず、食事摂取可能な患者に、ビタミン剤が点

滴投与されている例が認められたので改めること。

（45）高カロリー輸液を行っていないにもかかわらず中心静脈注射を算定している例が認められたの

で改めること。

（46）外来化学療法加算１の算定において、患者に対して治療の開始に当たり注射の必要性、危険性

等について文書により説明を行った場合に算定すること。

９ リハビリテーション

（１）疾患別リハビリテーション料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 必要性について、診療録への記載が不十分である

② リハビリテーション開始時の実施計画の説明の要点を診療録に記載していない

③ 機能訓練の実施時刻（開始時刻と終了時刻）の診療録記載が画一的である

④ リハビリテーション実施計画書について、リハビリテーション開始後に患者に説明している

⑤ リハビリテーション実施計画書に説明年月日の記載欄がない

⑥ リハビリテーション実施計画書の必要事項の記載が不十分である

⑦ 算定単位数の上限を超えるリハビリテーションを実施している患者について、対象疾患の診

断根拠が不十分である

⑧ 診療報酬明細書の摘要欄の傷病名及び発症日は患者の実態に応じた記載をすること

⑨ 定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスの記録がない

⑩ 実施した内容がリハビリテーションではない、実態として検査とみなされるものについて算

定している

⑪ 他の保険医療機関からの転院患者であって、当該リハビリテーションについて継続してリハ

ビリテーションを行っているにも拘わらず、当該保険医療機関の入院日を発症日としている

⑫ 「廃用症候群」に対して脳血管疾患等リハビリテーションを実施するにあたり「廃用症候群

に係る評価表」の写しを診療報酬明細書に添付していない

⑬ 運動器リハビリテーション料について、運動器不安定症とは診断できない患者に対し算定し

ている

（２）リハビリテーションは、その効果を定期的に評価したうえで必要性、有効性を検討し、計画を

見直しつつ実施すること。

（３）リハビリテーションは、患者の状態に応じて適切に行うこと。

（４）リハビリテーションの単位数の決定は、関係職種の担当が協議のうえ、リハビリテーション担

当の医師が決定すること。

（５）リハビリテーションの単位数に変更がある場合には、変更の都度、その理由、根拠等を診療録

等に記載すること。
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（６）リハビリテーション実施計画書の写しが診療録に添付されていない例が認められたので改める

こと。

（７）リハビリテーションを実施する際の訓練内容の要点、実施時刻（開始時刻と終了時刻）の記録

簿の記載については、第三者でも判読出来るように丁寧に記載すること。また、実施内容につい

て記載漏れがないよう改めること。

（８）リハビリテーションの実施記録に記載する実施時間について、３０分単位等の記載とはせず実

際の実施時刻（開始時刻と終了時刻）を記載すること。

（９）標準日数を超えてリハビリテーションを実施するにあたり１か月に１回以上作成しなければな

らない実施計画書が作成されていない例が認められたので改めること。

（10）リハビリテーション総合計画評価料について、リハビリテーション総合実施計画書の内容が不

十分又は定められた様式を満たしていないので改めること。

（11）リハビリテーション総合評価料は、医師及びその他の従事者が、共同してリハビリテーション

総合実施計画書を作成し、その内容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添

付した場合に算定できるものであることに留意すること。

（12）リハビリテーション総合実施計画書について、多職種が共同してリハビリテーション総合実施

計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して

評価を行った場合に算定することができるにもかかわらず、多職種の担当者の署名が無い。

（13）リハビリテーション総合評価料の算定に当たって、リハビリテーション総合実施計画の内容が

前月と同様の内容である例が認められたので、診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果

に基づき適切に作成し、共同して評価を行うこと。

（14）リハビリテーション総合評価料の算定において、実態としてリハビリテーションではない、実

態として検査とみなされないものについて算定している例が認められたので改めること。

（15）運動器リハビリテーション料に係る実施計画書の作成にあたっては、当該リハビリテーション

の必要性、日常生活に与える影響、改善目標、評価等の記載内容を充実すること。

（16）運動器リハビリテーション料の算定において、診療録にリハビリテーション実施計画の要点を

記載していないものが認められたので改めること。

（17）運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める患者に対して個別療法であるリハ

ビリテーションを行った場合に、発症、手術又は急性増悪から 150日以内に限り算定できるが、
治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合等には、１月 13
単位に限り算定できること。

また、150 日を経過後に対象疾患を変更してリハビリテーションを行っている例が認められた
が、このような取扱は不適切であるので改めること。

（18）運動器リハビリテーション料算定に際し、効果判定をすることなく漫然と行い算定している例

が認められたので改めること。

（19）運動器リハビリテーション料算定に際し、診療録に「リハビリ」とのみ記載し、運動器リハビ

リテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の区別もなく、又、実施単位数の記載もなく算定している例が

認められたので改めること。

（20）運動器リハビリテーション料対象疾患でないにもかかわらず運動器リハビリテーション料(Ⅱ)

を算定している例が認められたので改めること。
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（21）運動器リハビリテーションの実施にあたり、対象となる疾患の病名を付与しないまま実施して

いる。

（22）運動器リハビリテーション料算定に際し、以前から発症しているにもかかわらず、入院日又は

診療録に急性増悪との所見のない単なるリハビリテーション再開日を起算日として、早期リハビ

リテーション加算、初期加算を算定している例が認められたので改めること。

（23）対象疾患の症状が消失している期間についても、呼吸器リハビリテーション料を引き続き算定

している例が見受けられたので、改めること。

（24）摂食機能療法の算定において、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 誤嚥性肺炎の患者に対して算定されている

② 実施計画を作成していない

10 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 入院精神療法について、診療録へ要点の記載が不十分である。

② 通院・在宅精神療法について、診療録に当該診療に要した時間の記載がない。

また、要点の記載がない又は不十分である

③ 通院・在宅精神療法について、精神科を担当する医師が診療を行ったことが明確になるよう

診療録に記載すること。

（２）通院・在宅精神療法について、診療録に当該療法を行った場合の保険医の指示、助言等の記載

が不十分な例が認められたので改めること。

（３）通院・在宅精神療法について、当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当

該疾患の原因又は憎悪の原因と推定される場合に限り算定できるのであって、患者の病状説明、

服薬指導等の一般的な療養指導である場合は算定できないので改めること。

（４）心身医学療法の算定について、診療録に記載されている心身医学療法を行った際の要点記載か

らでは、症状の改善又は傷病からの回復を図る目的で実施した治療法が一定の治療計画に基づき

実施しているとは考えられない例が認められたので改めること。

（５）重度認知症患者デイ･ケア料について、次のことに留意すること。

① 該当する者は精神症状及び行動異常が著しい認知症患者であることを認識し適切に判断する

こと

② 治療プログラム及び評価の診療録記載について、画一的な箇所があるので患者個々の具体的

な症状所見を記載すること

（６）抗精神病特定薬剤治療指導管理料について、治療計画及び指導内容の要点の診療録への記載が

不十分な例が認められたので改めること。

11 処置・手術・麻酔

（１）処置について、請求の根拠となる処置内容について、診療録への記載が不十分である例が認め

られたので改めること。

（２）創傷処置の算定に際し、医師が診察を行うことなく看護師が処置を行い算定している例が認め

られたので改めること。
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（３）患者を診察することなく消炎鎮痛等処置を実施している例が認められたので改めること。

（４）創傷処置について、診療録に症状、所見並びに処置の部位、範囲が記載されていないので改め

ること。

（５）皮膚科軟膏処置について診療録に処置の部位、範囲が診療録等に記載されていない例が認めら

れたので改めること。

（６）介達牽引について、長期に漫然と実施することなく、適宜評価を行いその内容を診療録に記載

すること。

（７）消炎鎮痛等処置について、必要性が乏しい患者に対して実施した例、効果判定を行うことなく

漫然と実施していた例が認められたので改めること。

（８）消炎鎮痛等処置は長期漫然と行うことがないよう、受診の都度、医師が必要性や効果を判定の

うえ適切に実施すること。

（９）消炎鎮痛等処置を継続的に実施している患者については、治療効果の評価を行い、診療録に評

価結果等を記載するよう改めること。

（10）長期間にわたり診療録に症状所見の記載のないまま、漫然と消炎鎮痛等処置を繰り返している

例が見受けられたので改めること。

（11）消炎鎮痛等処置について、処置内容の変更時には、その理由を診療録に記載するよう改めるこ

と。

（12）消炎鎮痛等処置について、適応となる傷病名がないにもかかわらず処置を行っている例が認め

られたので、必要性を適切に判断し、漫然と行うことのないよう留意すること。

（13）難治性の疾患に対して、頻回の処置を継続する必要のあるものについては、その難治性の原因

評価と治療計画について定期的に検討を行い、その内容を診療録に記載すること。

（14）処置の際に使用した薬剤については、実際の単位薬剤を診療報酬明細書に記載すること。

（15）創傷処理を実施した範囲と異なる範囲のものを算定している例が認められたので改めること。

（16）在宅時医学総合管理料を算定している者については、創傷処置に係る費用は当該管理料に含ま

れ別に算定できないこと。

（17）人工腎臓を月の途中、他医療機関からの転医により実施した場合に他医療機関における実施回

数を確認することなく算定している例が認められたので改めること。

（18）皮膚科軟膏処置及び皮膚科光線療法は同一日に同一部位に施行した場合は、主たる処置料のみ

算定すること。

（19）いぼ冷凍凝固法の算定に当たっては、診療録に箇所数を記載することが望ましいこと。

（20）眼処置について、検査の際に使用した染色液の洗眼の際に算定していた例が認められたが、単

なる洗眼は基本診療料に含まれ算定できないので改めること。

（21）耳垢栓塞除去の算定について、耳垢栓塞の診断根拠、除去方法等について診療録への記載が不

十分な例が認められたので改めること。

（22）関節穿刺と関節腔内注射を同時に行い併算定している例が認められたので改めること。

（23）手術について、次の不適切な例が見受けられたので改めること。

① 手術の説明文書が作成されていない

② 手術の説明文書が診療録に貼付されていない

③ 手術の説明文書の内容が不十分である
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④ １回目の人工関節置換術に係る人工骨の算定において、手術料算定の原則に反して特定保険

医療材料の費用を算定する場合には、その明確な理由を診療録に記載すること

（24）手術料について、本来算定すべき術式と異なる術式で算定している例が認められたので、改め

ること。

（25）手術の記録について、不十分な例が認められたので改めること。

（26）手術を受ける患者に対して、手術の内容等を説明し同意を得たことを記録するよう努めること。

（27）手術部位の左右の別の記載が診療録及び診療報酬明細書にない例が認められたので改めること。

（28）手術は、症状・所見に応じて、必要があると認められる場合に行うこと。

また、「創傷処置」として算定すべき処置を「絆創膏固定術」として算定している次の不適切

な例が認められたので、改めること。

・関節捻挫・打撲傷に対し、絆創膏固定術を算定

・Ｘ線撮影において、ずれがない骨折に対し、絆創膏固定術を算定

（29）皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）について、その理由を診療録に記載するよう改めること。

（30）網膜光凝固術の２その他特殊なものの算定について、対象疾患がない例が認められたので改め

ること。

（31）輸血料について、次の不適切な例が認められたので改めること。

① 文書での説明に当たって、実際に使用した血液製剤について、その一部の記載がいない

② 輸血量決定の根拠が不十分である

（32）輸血に係る患者に対する説明と同意に用いた文書の写しが診療録に貼付されていないので改め

ること。

（33）トリガーポイント注射、神経ブロックについて、実施回数が頻回にわたるものが認められたた

め、個別の患者の症状等に基づき医学的に妥当、適切に行うよう改めること。

（34）神経ブロックと同時に行われたトリガーポイント注射や神経幹内注射については、別に算定で

きないものであること。

Ⅱ 包括評価に係る事項

１ 診断群分類番号

（１）妥当と考えられる診断群分類番号と異なる診断群分類番号で算定している次の不適切な例が認

められたので、改めること。

① 「最も医療資源を投入した傷病名」（ICD－１０傷病名）の選択が妥当でない
② 「最も医療資源を投入した傷病名」（ICD －１０傷病名）が実際に医療資源を最も投入した
傷病名とは異なる

③ 実際には行っていない手術を行ったものとして包括評価している

④ 実際には「副傷病なし」とすべきものを「副傷病あり」として分類している

２ 包括評価用診療報酬明細書

（１）包括評価用診療報酬明細書の記載について、「傷病情報」欄の記載が不適切な例が認められた

ので改めること。

① 診療録に記載した傷病名で入院時併存傷病名及び入院後発症傷病名に相当する傷病名がある
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にもかかわらず、欄の一部が空欄となっている

② 「入院時併存傷病名」と「入院後発症傷病名」について、正しい区分に記載していない

Ⅲ 診療報酬の請求に係る事項

１ 診療報酬請求

（１）医師による自己診療を保険請求している例が認められたので改めること。

（２）診療報酬の請求をするときは、全ての診療報酬明細書について保険医自らが診療録との突合を

行い、記載事項や算定項目に誤りや不備等がないか十分に確認し誤った請求を行わないこと。

（３）診療報酬明細書の請求項目について、傷病名等からでは請求根拠が不十分と思われる場合には、

診療報酬明細書に画一的とならない「症状詳記」を記載すること。

（４）検査、投薬等の査定を防ぐ目的と疑われかねない医学的な診断根拠に乏しい傷病名が認められ

た。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、症

状詳記を記載すること。

（５）実態のないいわゆるレセプト病名が見受けられるので、転帰欄の整理に併せて傷病名も整理し、

診療報酬の請求に誤解を招かないようにすること。

なお、診療報酬明細書（レセプト）上の傷病名や請求項目のみでは診療内容に関する説明が不

十分と思われる場合には、診療から保険請求に至った経緯について「症状詳記」として作成し、

診療報酬明細書に添付すること。

（６）診療報酬請求にあたって、前月に整理した傷病名がある場合には診療報酬明細書に整理した傷

病名及び転帰を記載のうえ請求すること。

（７）診療録に記載がない傷病名を診療報酬明細書に記載して保険請求をすることは、認められない

こと。

（８）診療報酬明細書に治療中の傷病名が転記されていない例が認められたので改めること。

（９）診療録に記載されている傷病名を漏れなく記載すること。

（10）薬剤を処方した根拠となる傷病名の記載が漏れている例が認められたので改めること。

（11）主病の表記を行うこと。（原則として主病は１つとすること）

（12）診療報酬明細書に主病名についての表示がないので、適切に表示するよう改めること。

（13）皮膚科疾患には罹患部位を記載すること。

（14）特別養護老人ホーム等の配置医師である場合において、特別の必要があって診療を行う際は、

「摘要」欄に当該診療の必要となった理由等を記載することが望ましいこと。

（15）特別養護老人ホームの入所者の診療について、保険医が配置医師である場合、再診料は算定で

きないが、再診料を算定している例が認められたので、診療報酬請求時の確認を徹底すること。

（16）診療情報提供書の交付が行われなかったにもかかわらず、診療情報提供料（Ⅰ）を算定してい

る例が認められたので、診療報酬請求に当たっては内容確認を徹底すること。

（17）在宅患者訪問診療料の算定に当たっては、「摘要」欄に当該診療を行った日を記載すること。

（18）在宅自己注射に用いる薬剤を支給した場合は、支給日数を記載すること。

（19）血糖自己測定値の測定回数の記載は、実測定回数を記載すること。

（20）在宅医療の保険材料を算定する際は、「処置」欄ではなく「在宅医療」欄に記載すること。
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（21）在宅自己注射を実施しないこととなったにもかかわらず、在宅自己注射指導管理料及び血糖自

己測定器加算を算定している例が認められたので、診療報酬請求時の確認を徹底すること。

（22）診療報酬の請求に当たって、診療報酬明細書の作成誤りによる誤請求が認められたので、請求

内容の確認を徹底すること。

（23）診療報酬請求にあたって、在宅酸素療法指導管理料を算定しているにもかかわらず、当該療法

の対象疾患を主病としないまま誤って請求している例が認められたので改めること。

（24）リンデロンＤＧ軟膏は、二次感染を起こした疾患に対し処方する薬剤であるので、摘要欄にそ

の旨記載することが望ましいこと。

（25）投薬を必要とする理由を記載する場合は適確に行うこと。

（26）ビタミン剤の算定について、病名によりビタミン剤の投与が必要かつ有効であると判断できな

い場合は、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療報酬明細書に記

載すること。

（27）人工腎臓の障害者等加算の算定に係る状態の記載を適確に行うこと。

（28）神経ブロックに際して、局所麻酔剤又は神経破壊剤とそれ以外の薬剤を混注した場合は医学的

必要性を診療報酬明細書に記載すること。

（29）検査、手術を行った際に使用した薬剤は、それぞれ診療報酬請求書の検査、手術の欄において

計上するよう改めること。

Ⅳ 施設基準・事務的取扱いに係る事項

１ 施設基準

（１）特別の療養環境の対象病室に係る変更について報告すること。

（２）施設基準の届出事項に変更等があったときは、速やかに中国四国厚生局へ変更の届出を行うこ

と。

（３）運動器リハビリテーション料（Ⅱ）について、施設基準の要件となっている運動器リハビリテ

ーションの経験を有する専任の常勤医師が退職し、施設基準を満たしていないにもかかわらず辞

退届を提出していない例が認められた。

施設基準の要件を満たさなくなった場合は、速やかに中国四国厚生局へ辞退届を提出すること。

関連して外来リハビリテーション診療料についても、施設基準の要件である運動器リハビリテ

ーション料の施設基準の届出を届け出ているという要件を満たさないため、同様に中国四国厚生

局へ辞退届を提出すること。

２ 届出事項

（１）届出事項に変更があったときは、速やかに中国四国厚生局長に変更の届出を行うこと。

・保険医の届出（非常勤の勤務者）

・保険医（常勤・非常勤）の異動

・標榜診療時間

・標榜診療科

・標榜休診日（年末年始、お盆を含む。）

・所在地（ビルの名称）
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・保険医の退職

３ 掲示事項等

（１）次の事項について、院内等の見やすい場所に掲示すること。

・保険医療機関である旨の標示

・中国四国厚生局長へ届出している施設基準等の一覧

・明細書の交付に関する事項

・コンタクトレンズ検査料の施設基準に必要な掲示

・保険外併用療養費

（２）中国四国厚生局長へ届出している施設基準等の一覧の掲示について、記載漏れ及び名称誤りが

認められたので改めること。

４ 一部負担金等

（１）一部負担金は、診療の日毎に計算し、必ず徴収すること。

（２）一部負担金受領等の管理について、日計表等により適切に管理すること。

（３）日計表等の記載事項の訂正については、修正テープ液等で行わず、二本線で抹消のうえで訂正

前の記載が判読できるようにすること。

（４）診療報酬明細書、日計表及び診療録様式第一号（一）の３について、不一致な例が認められ、

患者から一部負担金を徴収していない例が認められたので、適正に徴収するよう改めること。

（５）日計表と診療報酬明細書、診療録（３号様式）に記載されている点数、金額が不一致なものが

見受けられたので、債権管理を含めて適切に行うこと。

（６）診療報酬明細書と領収書が不一致な例が見受けられたので、一部負担金については過不足なく

領収すること。

（７）一部の患者について、受診した際の領収書の控えがなく、また、一部負担金収納を管理してい

る日計表にも記載がない例が認められた。一部負担金を領収した際には領収証を発行するととも

に患者の一部負担金収納の管理は適正に行うこと。

（８）一部負担金の未収は、的確に管理し督促等を行い、その解消に努めること。

（９）従業員等について、一部負担金を徴収していない例がある場合は、適正に徴収するよう改める

こと。一部負担金の徴収については、療養担当規則第５条により定められたものであるので、適

正にこれを遵守するよう改めること。

（10）患者の一部負担金は、関係法令に基づき適切に受領すること。従業員であっても減免すること

は認められないこと。

（11）家族及び従業員等のいわゆる自家受診について、一部負担金を必ず徴収すること。

（12）一部負担金の計算に誤りが認められたので正確に徴収すること。

５ 領収証等

（１）患者から一部負担金の支払いを受ける際には、その都度、領収証に併せて明細書を交付するこ

と。

（２）領収証の様式については、通知で示された別紙様式１に準じた様式に改めること。

６ 事務的事項

（１）被保険者証のコピーを取り、保存することは個人情報保護の観点から好ましくないので改める
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こと。

Ⅴ その他

１ 各種様式

（１）処方せんの発行に当たっては、療養担当規則第２３条に定める様式第二号又はこれに準じる様

式を用い、その項目を具備すること。

（２）診療情報提供書の様式は、「別紙様式１１」等により必要な項目を具備した様式に改めること

（３）患者に交付する領収証について、「保険外負担」の項目が金額のみ記載する様式となっている

ことから、項目と金額を記載する様式に改めること。

２ 特定保険医療材料

（１）プラスチックカニューレ型静脈内留置針は、おおむね２４時間以上にわたって経皮的静脈確保

を必要とする場合又は６歳未満の乳幼児、ショック状態若しくはショック状態に陥る危険性のあ

る症例で翼状針による静脈確保が困難な場合に限り算定できること。

（２）診療報酬に包括されている材料等は、患者から別に費用徴収することはできないこと。

３ 保険外併用療養費

（１）特別の療養環境の提供を行う場合は、病床数、特別の料金等を中国四国厚生局長に届出するこ

と。なお、提供を行う病床数は許可病床数の５割までとすること。

４ 保険外負担

（１）処置料等に包括されている材料やサービスに係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス

等とはいえないものであるので、患者から費用徴収することはできないこと。

・腰部固定帯、胸部固定帯、鎖骨固定帯、ＣＭ関節固定バンド、包帯、ネット、三角巾等

・松葉杖使用料

（２）入院環境等に係るものであり、療養の給付と直接関係ないサービスとはいえないものについて、

不適切な保険外負担を求めている例が認められたので改めること。

・扇風機代

・電気毛布代

（３）手技料等に包括されている材料に係る費用であり、療養の給付と直接関係ないサービス等とは

いえないものについて、患者から費用徴収することはできないので、改めること。

・三角巾

５ 診療方針及び診療内容

（１）「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に基づいて診療にあたるとともに、同規則を遵守し、

妥当適切な保険診療に努めること。

（２）審査支払機関からの増減点通知については、内容を確認のうえ診療録を整理し、その後の診療

に反映させること。


