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大学を昭和５１年に卒業し解剖学教室の教職員をし
ていましたが，平成２年４月に静岡県の指導医療官
になりました。それから平成１８年に埼玉県に異動
し，平成２０年に現在の群馬県に異動しました。大学
に１４年，指導医療官を２０年程勤め現在に至ります。
指導医療官は原則として各都道府県に規模に応じて
医科，歯科の医師が数名配置され，保険診療の適切
な運営のため，専門的な立場から行政指導に係わる
仕事です。これまでの経験より感じている事柄につ
いていくつか述べたいと思います。

Ⅰ 行政指導

行政指導とは何か。診療行為が診療報酬になるま
での流れや，診療報酬が認められないとはどういう
ことか。診療行為と保険点数の関係，全ての医療機
関に課せられている義務や，目前に迫るレセプトオ
ンライン請求の義務化，それによる影響はどのよう
なものか。先ずは保険医としての真摯な自覚と保険
診療は契約診療であり，知らなかったは通用しない
ことを知って戴きたいと思います。

保険医療機関を新規に開設すると約１年前後に新
規個別指導が行われます。最初の関門です。ここで
カルテ，日計表，技工指示書，衛生士がいれば業務
記録簿，各種患者への情報提供文書の有無等，１時
間程度の指導があり，結果として終了する場合と，
約１年後に再指導となるケースに分かれます。疑義
や不正が発覚すると中断となり監査に移行する場合
もあります。ここで特に大切な事は，カルテをいつ
誰がどのように記載しているかということです。診
療報酬明細書を作成するためのレセプトコンピュー
ターから作成されるいわゆるレセコンカルテの問題
です。便利さから本来のカルテにはほど遠い大変深
刻な問題となっています。つまり本来の診療の手順
に沿った時系列ではなく，レセコンソフトの内容指
示に沿ったものであり，実態に乏しいものとなりま
す。勤務医や親子関係の場合は特に注意して戴きた
いと思います。開設・管理者でなくても，診療した
先生がカルテを記載し，診療報酬請求がどうなって
いるか，算定要件並びに疑問な点については責任あ
る立場の人にしっかりと確認しておくことが大切で
す。あいまいな自己判断ですと，なにかの機会に矛
盾が露呈し，場合によっては重大なことにもなりか
ねません。この世界は知らなかったでは通りませ
ん。この感覚のズレが原因で重大な処分に発展し，
これを不服とした医療裁判や保険医の辞退が最近多
くなってきております。誠に情けない限りだと思い
ます。とかく診療だけは一生懸命で後のことはお任
せとしている先生がおります。事の重大性を認識す
るとそれは大変危険な事です。要は間違いや不正の
入り込む余地を無くす事です。常に保険診療の正し
い知識を身につける努力とアンテナを広げ院内の他

東京歯科大学創立１２０周年記念記事
「継承と発展」―各界の卒業生に聞く―

保険診療の心得

四 家 秀 雄
昭和５１年卒業

厚生労働省関東信越厚生局群馬事務所 指導医療官

Ⅰ 行政指導

１ 新規個別指導
２ 集団的個別指導
３ 特定共同指導
４ 共同指導
５ 情報提供→個別指導

Ａ 概ね良好
Ｂ 経過観察
Ｃ 再指導
Ｄ 要監査

５６４

― １０ ―



のスタッフとの知識の共有が求められます。特に管
理者はその医療機関の最高責任者として全てを管理
する立場にあり，保険医療機関及び保険医療養担当
規則並びに健康保険法，歯科医師法，医療法，薬事
法等の遵守に努めて戴きたいと思います。

Ⅱ 審査会

Ⅱ 審査会

レセプト返戻 レセプト査定

事故誘発 格差・不公平

保険医療機関から毎月各県にある社会保険診療報
酬支払基金と国民健康保険診療報酬審査委員会（国
民健康保険団体連合会）にレセプトが出され，審査
委員らによりチェックが行われています。大部分の
レセプトは審査委員の目を経ますが今の単月分審査
の限界で，見落としや見過ごしが多く医療機関の傾
向や過剰診療に対する実態に照らした適切な判断が
十分可能とは言えません。残りの一部が医療機関に
返戻されるものと，審査会で査定処理されるものと
なります。返戻されたものに対する医療機関の対応
によっては不正を誘発させトラブルに発展すること
もあります。また，査定の基準が県により異なり格
差不公平感をもたらしております。予定では，平成
２３年４月診療分から電子請求が義務づけられます。
これによって審査のみならず行政指導の中身も変化
していくと思います。これまではほとんど実態の見
えないなかでのルールに対する審査だったのに対
し，一気に医療内容の質の分析に入り，医療機関の
評価となります。レセプトと健康情報が集約され，
日本版 HER（生涯電子健康医療記録）として医療機
関間のデータの共有化，効率性追及，保険点数に迅
速反映となります。審査会の位置付けと役割につい
て大胆な改革が求められていると思います。

Ⅲ 保険点数の解釈

歯科点数表の解釈（青本）の算定要件が絶対的とな

ります。この要件を満たさないと原則として返還と
なります。注意点としては，時間的要件，文書提供
の要件，カルテ記載要件があります。時間的要件と
しては，歯科衛生士実地指導料（１５分），歯科訪問診
療（２０分），訪問歯科衛生指導料（１対１で２０分，複
数対象で４０分），摂食機能療法（３０分）があり，歯科
衛生士への歯科医師の指示内容と時間的要件の考え
方を正しく共有することが重要です。歯内療法や歯
周外科手術においては，今のところは明確な時間的
要件はありませんが，トラブルによる再治療並びに
結果として保存できなかった場合の処理も含め必然

Ⅲ 保険点数の解釈

青本の算定要件 絶対的！

注意点 １ 時間的要件
２ 文書提供の要件
３ カルテ記載要件

１ 時間的要件

① 歯科衛生士実地指導料（１５分）
② 訪問歯科衛生指導料（２０分）
③ 歯科訪問診療料（２０分）
④ 摂食機能療法（３０分）
⑤ 歯内療法
⑥ PCur，SRP，FOP

２ 文書提供の要件

① 患者又は家族への説明と同意
② 提供するタイミング
③ 毎月算定の必要性
④ 衛生士への指示と処置後の確認
⑤ 補綴物維持管理料の２年間の補償
⑥ 義歯管理料のトラブルへの対処内容

３ カルテ記載要件
真正性・見読性・保存性

注意点！ ① いつ記載するか
② アクセスの制限
③ 時系列であるか
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的に治療にかけた時間は技術とあわせて重要な要素
と思われます。処置に対する適正な評価とは何か。
今の出来高払いの問題点や成功報酬型，包括点数の
導入，地域管理型等見直すべき点が多々あると思い
ます。医療のあり方や医療技術の変化に対する医療
保険制度の柔軟な対応が求められていると思いま
す。

カルテ記載要件として患者に渡す文書の写しを添
付すれば良いかという問題があります。もちろん文
書内容にもよりますが，原則としては歯科医師が専
門的な観点から記載するカルテ内容と患者に渡す文
書内容とは異なるものと思います。個人情報保護法
によりカルテに記載された患者の診断と治療方針に
ついて患者は知る権利があります。ここでカルテ内
容と患者に提供する文書内容とが同一である必要は
ないわけで，むしろ患者の病態と理解度にあわせた
視覚的に分かりやすいインパクトのあるものが望ま
れると思います。

指導の場で紙のカルテと電子カルテを理解してい
ない先生が多いです。つまりレセコンカルテを電子
カルテと勘違いしています。いうまでもなく電子カ
ルテとは手書き，すなわち本人の筆跡が残るよう
に，修正しても訂正前の記録が残るなど可能な限り
信憑性が裏打ちされた物であるということです。以
上のことを頭に置き，後は病院，診療所の規模に応
じた必要なマニュアルを作成し常時適切な管理に努
めるということになります。この対応には長年染み
ついた習慣からなかなか転換できない先生方が多
く，個人差も顕著です。早く転換のメリットを体験
し実践行動に移って戴きたいと思います。

臨床現場では様々な状況や患者の希望，術者の意
図により治療や検査が行われます。補綴治療後の歯
周治療，歯周組織検査無しでの歯周基本治療，歯周

組織検査間に歯周基本治療が無い場合の検査等，ガ
イドラインに沿わない場合は処置，検査を行ってい
ても認められない場合があります。他にさまざまな
レベルで判断が分かれる場合があります。この場合
に認められないのはルール上しかたがないのです
が，あってはならないのが書類上不正な操作をして
認めさせようとすることです。

補綴処置で注意して戴きたいのは，技工所との関
係です。あくまでも歯科医師の指示により補綴物が
作製され，指示と納品書の書類に不一致が無いよう
確認し，誤解を生まないよう注意して下さい。

在宅医療は極めて特殊な専門職医療であることを
認識して戴きたいと思います。患者の状態を精査
し，個々の状態に応じた対応が求められます。口腔
機能の回復に向けた総合的なリハビリとメンタルな

歯冠修復

指示書・納品書の不一致
ブリッジの保険適応・連結の有無
インレー・４／５冠
有床義歯のバー・クラスプ

歯周治療

歯周治療 補綴治療
レントゲン・検査値と処置のギャップ
短期間での初診料繰り返し

処置
除去料 冠・ポスト・切断料
歯内療法 加圧根充のレントゲン
付け増し・傾向算定・要件不足

電子カルテ

① 運用管理規定の策定
自己責任において真正性，見読性，保存性を確保

② 情報の証拠能力，証明力
③ プライバシー保護
④ 医療管理者の責任で実施
⑤ 患者情報の相互活用
⑥ セキュリティー対策とアップグレードに努める

在宅医療

在宅医療の適否・安全な医療の選択
CASE by CASE の対応
フォローの充実・トータル医療の供給

矯正治療
顎変形症の保険対象 顎離断手術が必須
保険承認機器の確認！

歯科学報 Vol．１１０，No．５（２０１０）５６６

― １２ ―



意欲を取り戻す対応が求められます。保険の矯正は
機器の施設基準を満たし，顎の手術が必須要件であ
る事が重要です。

Ⅳ 院内管理

院内管理については，出来るところから迅速な対
応が必要です。特に医療安全管理体制の整備につい
ては，保健所の抜き打ち検査が行われております。
管理責任者を置き，定期的に院内の安全管理状態の

報告を受け，取りまとめて必要な改善を実行する。
その事実を運営記録簿に残し，第三者に開示出来る
ことが義務付けられています。

Ⅴ レセプトオンライン請求

歯科は今後の早急な対応が求められます。レセプ
トオンライン請求の普及により今の県単位に審査機
関の必要性はなく，いつでも，何処でも，正に第三
者機関としての公正な審査を受けることが可能とな
ります。当然，審査機関の一元化に発展していくこ
とでもあります。最後に，歯科医療の展望として，
大切な点を３つ述べさせて頂きます。第一は医療内
容全てに患者の納得と医療機関との適切な評価を構
築する。第二は IT によるあらゆる情報の管理シス
テムを構築する。第三は患者の高齢化に向けた他科
との連携と斬新な技術革新による歯科医療の提供で
す。それでは，これからも先生方のご理解の元，歯
科界の益々の発展に努力して参りますので宜しくお
願い申し上げます。

Ⅳ 院内管理

① 医療安全管理体制の整備
② スタッフの意識共有
③ 業務範囲の遵守
④ 院内掲示の遵守
⑤ 一部負担金の遵守
⑥ 領収証の交付

医療安全管理体制の整備
（平成１９年４月施行）

①院内感染制御体制
②安全管理体制（ヒヤリハットの記録・予防対策）
③医薬品及び医療機器の安全使用及び管理体制

管理責任者
運営記録簿

Ⅴ レセプトオンライン請求

医療機関の理解度
１メンテナンスの費用

ウイルス対策 ２代行請求の負担
３ベンダー間の調整
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