
　さる10月 2 日Ｍ＆Ｄホー
ルにて。「勤務医に役立つト
ラブル対策・中級編～院内暴
力、薬物依存、未収金問題」
を実施し、たくさんの病院の
先生、事務長さんたちに受講
いただいた。
　どうやらこの需要は確定的
な様相で、われらがトラブル

バスター尾内次長が全国から
ひっぱりだこであるのもうな
ずける。
　今回は地方公務員を勤め上
げたうるさ型親父から暴力団
関係者の患者さんまで、病院
にかかわってくる難問題をな
にわのアナウンサー寺谷一紀
さんの明快なインタビューで

回答を引き出していただい
た。その場で入会いただく病
院があるほどの反響であった。
　翌日、家で龍馬伝を見てい
ると、わが医療界もまた、龍
馬の時代のように激烈な変化
がおこりつつあるのがよくわ
かる。明治維新は革命として
は不十分であったそうだが、

1600年の関が原の戦いのあと
の論功行賞でできた武士の身
分差がひっくり返ったのであ
る。十分すぎる変化であった
だろう。上野千鶴子氏による
と女性の地位もまたかなり変
化したという。
　医療界の変化はこれからい
ったいどういうところに落ち
着くのだろうか？
　大阪府保険医協会勤務医部
会では少しでも勤務医のみな
さんのお役に立とうと、さま
ざまの取り組みをさせていた
だいているが、最近の傾向と
しては新規開業は減少ぎみで

ある、一方で高齢の開業会員
からは医院継承の相談があと
を絶たない。医療モールも必
ずしもテナントが埋まらない
など、地すべり的に何かが起
こっているようである。勤務
医会員の皆さんのご希望をＨ
Ｐあるいは協会までお届けい
ただけるとありがたい。
　次回は上級編を企画したい
と考えておりますので、よろ
しくお願いいたします。なお、
初級編の動画はＨＰから配信
しております。中級編も近日
中に配信予定です。

勤務医部担当副理事長　川﨑 美榮子

　院内暴力や薬物中毒患者、未収金問題をテーマに「勤
務に役立つトラブル対策・中級編」が10月 2 日、保険医
協会Ｍ＆Ｄホールで開催されました。今回も実際に会っ
た事例を寸劇で再現し、元ＮＨＫアナウンサーの寺谷一
紀氏のコーディネートで、日経ヘルスケアで「病医院の
トラブルバスター」こと保険医協会事務局次長の尾内康
彦氏がトラブル解決法を語りました。前回 5月の講演同
様、その概要を保険医協会勤務医部のホームページ「勤
務医フォーラム」に動画でアップしています。「大阪勤務
医」で「検索」し、ぜひアクセスしてみてください。

勤務医に役立つ

トラブル対策 講演

概要は で検索
動画をアップしています

大阪勤務医

　保険医協会では新規開業を考えておられ
る先生を対象に「新規開業予定者支援セミ
ナー」を毎年開催しています。今回は10月
10日、保険医協同組合まつり会場のマイド
ームおおさかで開催しました。
　はじめに「失敗しないための立地選定の

考え方」をテーマに数多くの医療機関の立
ち上げに関わっている日本医業総研・田中
徳一氏が講演しました。田中氏は立地選定
の前にまず、「開業の目的を明確にするこ
とが重要」とし、「ただ闇雲に開業物件を探
していませんか」と投げかけました。これ
までの経験で、いろいろな業者が、「いい
物件がありますよ」と先生方に声をかけて
きますが、確かに駅に近い、家賃が安い、
競合する医療機関がないなど「いい物件」
ではあっても、それが先生方にとって本当
に「よい」のか、自らの事業コンセプトを
明確にして検証する必要性を説きました。
その後、「診療圏調査時のポイント」や「物
件選定時のチェックポイント」にふれ、最
終的に物件を契約するときの留意点を解説
しました。
　次に「開業資金計画の作り方と資金調達
法」をテーマに税理士法人関西合同事務所
の涌嶋慎一氏が講演しました。涌嶋氏は、
資金シミュレーションソフトを使って、開
業事例をもとに具体的な数字を入れて、解
説しました。
　「日本医業総研」のホームページ内にあ
る『マイページ登録（無料）』にご登録いた
だければ、一定の条件を入力していただく
だけで、自身の開業資金計画をたてること
ができます。「日本医業総研」で「検索」し
ぜひ一度アクセスをと述べました。

　保険医協会では随時、無料で「開業相談」
を行っています。最近の相談の中ではコン
サルタントにからんだ悩みや不安の相談が
多く、「もう少し早く保険医協会に相談し
ていたらよかった…」ということが少なく
ありません。コンサルタント選びも重要に
なっています。ぜひ、開業をお考えの先生
は一度保険医協会にご相談ください。

　チェックマークが多い方が「成功す
る」と言い切れるものではありません
が、田中氏の経験上、このチェック項
目の多い人のほうが事業計画以上の実
績をあげておられるようです。
　先生方はいくつチェックマークがつ
きましたか？

開業適正チェック

※当てはまる項目に□を入れてください。
□　①金銭感覚はある方だと思う
□　② 他の開業医をみて、自分の方が成功すると

思う
□　③人からの頼まれごとは苦にならない方だ
□　④アイデアや工夫は思い付く方だと思う
□　⑤ 人から『根が明るい性格（ポジティブ）だ』

と言われる
□　⑥他人の話を最後まで聞ける方である
□　⑦ モノを粗末にせず、最後まで使い切る方で

ある
□　⑧ 家族や友人とのコミュニケーションは上手

な方だ
□　⑨仲間や部下に仕事を任せられる方だ
□　⑩企画や計画を立てることが好きな方だ
□　⑪取引業者との交渉は上手な方だと思う
□　⑫経済新聞や記事に興味が涌く方である
□　⑬流行に敏感な方である
□　⑭ 勤務医時代、他の医師より患者数が多かっ

たと思う
□　⑮ 医療関係者以外で、仲間や友人は多い方だ

と思う
□　⑯診療報酬制度は詳しい方だと思う
□　⑰整理整頓をきちんと心がける方だと思う
□　⑱ 自分の行動には責任を持つように心がけて

いる
□　⑲健康には自信がある方だ
□　⑳開業に対して、家族の賛成が得られている

新規開業予定者支援セミナー開催

勤務医の先生方の声を
保険医協会にお寄せください

※臨床アップデートはお休みいたします。

▲ 講演と寸劇の一場面より
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　今回は、『診療録の書き方のポイントと注意
すべき事項』の 2回目として、病名の転帰、診
断根拠・指導内容等「個別指導」で指摘された
事項を紹介します。
　個別指導は、事務官による「事務点検」の
後、技官が持つ「事前に通知されたカルテに相
当するおよそ約半年前の連続する 2か月分のレ
セプト」をもとに請求した根拠を、カルテでの
説明を求められます。

病名の転帰、
診断根拠を指摘された具体例

　通常はまず、レセプト記載された病名とカル
テの病名が一致しているか、の点検から始まり
ます。
　カルテに沿って医事課職員がレセプトを作成
するとき、投与薬剤や実施した検査の適応病名
がカルテに記載されてない場合、減点や返戻を
防ぐ意味でついつい“勝手に”病名をつけてし
まうことがあります。指導の場でのレセプトと
カルテの突合で、カルテにない病名がレセプト
についていると、『カルテとレセプトの病名不
一致がある』、『レセプト提出前に必ず医師が点
検すること』等の指摘を受けます。場合によっ
ては、「適応病名なし」で自主返還を求められ
ることもあります。また、感冒や急性腹症等急
性疾患、感染症が数ヶ月にわたって続いている
レセプトも問題とされます。レセプトを作成
後、提出前には担当医がカルテとの突合せ点検
をすれば、これらの問題は解決します。
　病名については、『疑い病名は、疑うに足り
うる確実な医学的根拠に基づいたものをつける
こと』、『症状・所見・治療計画の記載を充実す
ること』、『傷病名は1病名1行ですること』、『傷
病の転帰をすること』、あるいは、『症状名は極
力避けること』等の指摘を受けるケースが多く
見受けられます。
　例えば、病名として「インフルエンザ（疑
い）」の病名をつけた場合、カルテの様式一号
の 2の「既往症・原因・主症状・経過等」の
欄に、“昨日から38度以上の高熱、鼻汁・咳あ
り、関節痛、下痢症状”等、インフルエンザの

感染を疑がった根拠が記載されているか、が問
われます。また、同紙右「処方・手術・処置
等」欄には、「尿一般、沈渣、インフルエンザ
精密」等の検査と結果の記載が記載されている
必要があります。インフルエンザ精密の結果が
（－）であれば、カルテ表紙に戻って「インフ
ルエンザ（疑い）」は同日付で『転帰』は「中
止」とし、新たに同日付で確定病名として「感
冒」等の病名をつけることになります。当然カ
ルテ 2用紙には、感冒に対するＰＬ、ダーゼン
等の処方がされているはずです。
　他にイレントゲンフィルムや内視鏡写真、心
電図等他の理化学的検査により、確定した病名
が妥当か否か、投薬等の処置が妥当か等の点検
を受けます。

指導内容等記載漏れは自主返還の
対象にも

　『病名』に関する指導に続いて、診療報酬の
算定要件が求められる記述の確認も行われま
す。以下に、『診療報酬の算定に記載が義務付
けられている事項』で、個別指導で指摘された
内容と特に注意すすべき事項を紹介します。
※は指摘事項、▶は指摘に対するコメント
※乳幼児育児栄養指導料の算定に際し、診療録
に指導内容の要点記載が乏しい
※特定薬剤指導管理料の算定について、薬剤の
血中濃度、治療計画の要点の記載が不十分
▶特定薬剤治療管理料の算定については、対象
薬剤と対象病名が一致していること、月1回以
上の血中濃度測定が実施され、これに基づいて
投薬料を決定したことの記載が求められます。
併せて、レセプトには原則として、初回算定日
の記載が必要となります。
※難病外来指導管理料は厚生労働大臣の定める
疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基
づき療養上の指導を行った時に算定できる。算
定においては、診療計画及び診療内容の要点を
診療録に記載すること
▶一人の患者に対し、難病外来指導管理料を算
定する月と特定疾患療養管理料を算定する月が
ある場合、 1回受診の月は難病で、 2回以上の

月は特定疾患というように－診療報酬上有利な
算定をしていると、審査上、査定・減点を受け
る場合があります。
※皮膚科特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣
の定める疾患に罹患している患者に対して、計
画的な医学管理を継続し、かつ、療養上必要な
指導を行った場合に算定できる。診療計画及び
指導内容の要点を診療録に記載すること
※特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣の定め
る疾患を主病とする患者に対し、治療計画に基
づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行
った場合に算定できることに留意すること
※前立腺がんの患者に対し、悪性腫瘍特異物質
治療管理料と特定疾患療養管理料を併算定して
いる患者に対し、「いくら生活指導を実施して
いてもカルテに記載していなければ算定できな
い」と指摘された
※集団食事指導の算定に関して、食事指導の指
示内容を診療録に記載すること
※外来栄養食事時指導の算定における管理栄養
士に対する指示事項は、患者ごとに適切なもの
とするが、少なくとも熱量・熱量構成、蛋白質
量、脂質量・脂質構成についての具体的な指示
を含まなければならないことを留意すること
▶栄養食事指導については、医師からの「食事
指導指示せん」の有無が問題とされます。必
ず、カルテに控えを添付するようにしていただ
きたいものです。
※外来迅速検体検査加算をした場合は、「検査
結果によりこのように治療計画を変更した」旨
の記載をすること

　診療報酬算定の要件として「診療録への指導
内容等の記載」が義務付けられていることで
の「指摘」の、一部を紹介させていただきまし
た。他にも多くの点数で、カルテへの記載が義
務付けられているものがあります。また、食事
指導指示せんや診療情報提供料等発行した文書
の控えをカルテに添付することが義務付けられ
ています。
　今一度、診療報酬点数で確認されることをお
薦めします。 （事務局参与・上田 浩治）

新規開業のサポートします
◆新規開業や
　医院継承の相談は
　随時行っています。
◆相談料は無料。
◆ぜひお気軽に
　ご連絡ください。

☎06 ‒ 6568 ‒ 7721
（奥村／田川）

▶求 内科・外科非常勤医／阪急「池
田」駅／バス「東山」下車／徒歩 5分
／月曜午後診（16時～18時）、水曜午
前診（ 9時～12時）／委細面談／問合
せ・090-4761-8547（山縣）
▶求 整形外科及び外科常勤医／泉北
高速鉄道「栂・美木多」駅／送迎バス
あり／堺市南区豊田40番地／恒進會
病院／委細面談／問合せ・072-299-
2020（事務長）
▶求 内科常勤医（週 4日勤務可）／地
下鉄谷町線「太子橋今市」駅西／徒歩
5分／大阪市旭区大宮 5 ‒ 4 ‒24 ／藤
立病院／委細面談／問合せ・06‒6955
‒1100（事務長）

▶テナント物件／地下鉄谷町線「関目
高殿」駅直上／関目 5の交差点横／視
認性抜群／募集科目（内・整・皮・眼・
児）／平成23年秋予定／同時高専賃60
戸／問合せ・090-5134-6553（奥田）
▶テナント物件／浪速区難波中 3 ‒14
‒ 8 ／浪速区役所真正面／地下鉄「難
波」駅／ 2階・ 3階／各35坪／１階
心療内科開業中／問合せ・06‒6536‒
8604（八重垣）
▶テナント物件／枚方市都丘バス停ス
グ／ 2階（40坪）･ 3 階（22坪）／眼・
心内・小児科等適／現整・耳・婦等盛
業中／問合せ・072‒847‒0596（中塚）

求人・病院・診療所 テ ナ ン ト 物 件・
貸 医 院・ 継 承

▶貸医院／近鉄「布施」駅前／鉄骨 2
階建40坪／耳鼻科諸設備揃／即開業可
／近隣、耳鼻科医院なし／問合せ・06
‒6725‒7021（太田）
▶貸医院（継承可）貸室／近鉄「荒
本」駅／徒歩 3分／ 5階建 1階54坪、
2階31坪、13.5坪（併合も可）の 3件
／職員住宅有／近調剤薬局有／内児眼

耳皮泌精外整美外適／塔屋電飾看板可
／駐車場有／介護関係オフィス可／問
合せ・06‒6789‒8172
▶継承医院／港区夕凪バス停前、地下
鉄「朝潮橋」駅／徒歩 5分、立地条件
最高／鉄骨 2階建50坪築12年／内科他
最適／内装諸設備完／即日開業可／問
合せ・06‒6574‒1526（藤田）

勤務医にも必要な 保険診療の知識 3
診療録の書き方のポイントと
注意すべき事項②
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