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十分配慮しなければならない点につき併せて列記して

はじめに

いくことにした．

岡山大学病院では1986年にカルテの中央管理化を開

当院における病院情報システムのシステム化の範囲

始するとともに検査オーダの電子化を皮切りに徐々に

（図１）

オーダリングシステムの充実を図り，2003年の電算シ
ステムの導入時に電子カルテシステムの稼働体制に入

当院における病院情報システムの導入過程は前述し

り，可能な診療科から実運用することとした．2009年

たとおりで現在，2008年４月に導入した FUJITSU

の更新を機に全面的に診療録の電子化記載を行うこと

EGMAIN GX V１をベースとしたシステムに検査，薬

とした．

剤，放射線，給食などの各部門システムが連携してい

このような過程において平成８年４月に行われた保

る．各々の部署においてはオーダに基づく実施処理な

険診療に関する指導大綱の改定に従い，平成17年に厚

らびにこれらのデータの医事送信により会計（すなわ

生省（現：厚生労働省）
・地方社会保険事務局（現：地

ち，診療報酬請求）業務が行われている．このように

方厚生局）
，
都道府県が共同で行われる特定共同指導を

病院情報システムでは多くの場合，医療者に診療報酬

うけ，カルテ記載に関する指導を受けてきた．この時

の対価である会計を意識させずに情報連携により一連

期，紙カルテから電子カルテへの移行期でもあり，パ

の会計，請求業務が行われている．

ッケージに装備されていない様々な点における改良が

当院の医療情報部においてはこのコンセプトをでき

必要であった．今回，当院で行ってきたシステム改良

る限り広げ，医療者は診療に集中し，医事会計を意識

について記述するとともに保険診療を行うに当たって

することなく，患者治療に専念できる病院情報システ
ムの構築ならびに提供を目指している．
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◆

特定共同指導における指摘事項（表１）
一部には電子カルテ時代において紙カルテ時代の評

プロフィール ◆
昭和26年生まれ
1976年３月 岡山大学医学部卒業
1976年４月 岡山大学第一外科 研究生
1976年７月 松阪市 大西病院
1981年11月 岡山大学医学部附属病院 中央手術部 医員
1985年４月 岡山刑務所 法務技官医師
1986年10月 岡山大学第一外科 助手
1998年７月 岡山大学医学部附属病院 医療情報部 講師
2002年４月 岡山大学医学部附属病院 医療情報部 助教授
2010年11月 岡山大学病院 病院経営戦略支援部 教授
第一外科（現：消化器腫瘍外科）では胃癌手術を中心に免疫化学療法の研究を行う．平成５年頃より病院の診療情報電子化
の流れの中で医療情報分野の業務に参画する．平成15年からの DPC（包括医療制度）の導入時に医療者に負担のかからな
いコーディングを目指し，システム構築．これをきっかけに平成17年の特定共同指導のシステム対応に関与．現在，電子化
された医療情報の効率的２次利用のためのシステム開発の努力を行っている．
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図１ 岡山大学病院における病院情報システムシステム化の範囲

表１
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

指導事項

診療に係る事項
１

診療録………………………………診療録の記載内容

２

傷病名等……………………………不適切な傷病名（診断根拠不明，状態や症状，部位の記載，重複），いわゆる保険病名

３

基本診療料等………………………入院診療計画書の記載が不備，インシデント，アクシデントの判定基準が不明確入院基本
料の看護要員数等の検証

４

医学管理……………………………診療録における管理内容，治療計画の要点の未記載肺血栓塞栓症予防管理での計画的な医
学管理
診療情報提供料：単なる返信，文書控えを添付
薬剤情報提供料：薬剤に関する主な情報（副作用も)

５

在宅医療……………………………在宅医療を指示した根拠，指示事項，指導内容の要点の記載

６

検査…………………………………個々の症状・所見に応じて必要な項目，段階的，さらに結果を評価
画一的な検査，必要以上の実施回数，呼吸心拍監視の要点記載

７

画像診断……………………………画像診断の必要性，結果，評価の記載

８

投薬…………………………………適応，用法，用量等の薬事承認事項の厳守，禁忌，適応外重複，長期漫然投与

９

注射…………………………………適応，用法，用量等の薬事承認事項の厳守，禁忌，適応外重複，長期漫然投与

10

リハビリテーション………………疾患別リハビリテーションで実施計画書の作成

11

精神科専門療法……………………診療録に当該療法に要した時間ならびに診療内容の要点の記載

12

処置

13

手術

14

麻酔…………………………………麻酔科標榜医による術前・術後の診療に関する記載

15

放射線治療

16

病理診断

看護・食事に係る事項
17

看護…………………………………看護管理・病棟管理，看護記録・看護計画，掲示，外出・外泊

18

食事…………………………………食事せんが医師の指示に基づかない特別食加算

事務的取扱いに係る事項等
19

事務的取扱いに係る事項等………保険診療と自費診療の診療録区別，届出事項の変更届，院内掲示，特別の療養環境の提
供，自己診療

（平成23年関東信越厚生局報告 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken̲kikan/documents/hoken̲shiteki.pdf よ
り抜粋作成）
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価項目で指導を受け，指摘されることが多く，問題が

もない．投薬，注射に当たっては，その必要性を十分

あるという意見も聞かれる．１号書式，３号書式の形

に考慮した上で，適応，用法，用量等の薬事法上の承

式保存といった点は確かに問題であるかもしれないが

認事項を厳守して使用すること．また，治療効果判定を

電子カルテ側の保険診療に対する機能提供不備も否定

行い，漫然と投与することのないよう指摘されている．

できない．電子カルテの３原則である真正性，見読性，

検査に関する項目ではセット項目を用いて頻回に同

保存性の観点からも紙カルテ時代と異なり，記載内容

一項目検査を繰り返すなどの指摘がなされている．す

が容易かつ迅速に確認できることから指導も極めて進

なわち，検査は個々の症状・所見に応じ，必要な項目

め易くなってきているのが現状で電子カルテの利用者

を選択し，段階を踏み，漫然と実施することなく，そ

もできる限り診療の過程を損ねることなく，記録が行

の結果は適宜評価し治療に反映できるものであること

えるシステムを望んでいる点に異論はないと考える．

が求められている．例えば血清鉄を入院患者で毎週測

表１は平成22年度の関東信越厚生局が報告している指

定するなど無意味な検査とされている．

導事項を列記したものであるがこれらが全国どの医療

基本診療料などに関して特に入院患者に対しての入

機関においてもほぼ共通の指摘事項である．大きく分

院診療計画書に関しては患者にわかりやすい内容で治

けてⅠ. 診療に係わる事項，Ⅱ. 看護，食事に係わる

療方針の変更時にはその変更内容をきちんと説明する

事項，Ⅲ. 事務的取り扱いに係わる事項の３項目に分

ことが義務づけられている．従来は加算項目であった

けられる．

が近年の改訂により減算項目となり，入院全期間を通

１. 診療に係わる事項

じての基本料が減算され極めて大きな損失となる．

Ⅰの中がもっとも電子カルテのシステムなどに係わ

また病病，病診連携の円滑な運用のためにおいて欠

る領域の多くを占めており，岡山大学病院においても

かせない診療情報提供書に関しても「退院後の治療計

平成17年の指摘を受け，改善のために多くの手をかけ

画，検査結果，画像診断に係る画像情報その他必要な

てきた領域である．改善の詳細については後述するこ

情報」の添付を行っていない，又は，添付した資料の

ととする．

内容の記載がされていない等の不備が指摘されている．

傷病名に関してレセプト病名は厳に慎むべきであ

２. 看護，食事に係わる事項

る．近年，基金，国保などの支払期間においてはレセ

看護に関しては看護管理・病棟管理の適正化とその

プトの縦覧，横覧が行われはじめており，実態のない

ための管理体制の整備に関する指摘がなされている．

傷病名附記はカルテの不実記載と判定されてしまうこ

すなわち，看護管理日誌及び病棟管理日誌に看護要員

とになる．また，傷病の開始日に関しては比較的こま

の勤務状況等や入院患者の状況や看護要員の勤務状況

めに入力がなされるが転帰状況に関しては放置状態に

（夜間巡視を含む）が適切に記録の明確化が求められ

あるものが多い．急性期病名が年余にわたり，中には

ている．また，これらの状況をスタッフ共有するため

敗血症病名が数年継続しているものなどが指摘されて

に病棟内に，看護配置基準（看護上必要な情報（看護

いる．

区分，現在患者数，受持区分）等）に関する情報掲示

また，医学管理料 に関しても繰り返しの診療報酬

なども求められている．

1)

改訂において（指導）管理加算が算定可能となってき

食事に関しては特別食に関する事項で加算，非加算

たがこれらの算定要件である指導内容などのカルテへ

が明確に区別できていないとか医師の指示で食事箋が

の記載が不十分であるなどの指摘事項が多い．施設に

作成されていないなどの指摘がなされている．

よっては検査に付随しての算定を行っている場合もあ

３. 事務的取り扱いに係わる事項

ったと聞いている．

事務的には各種の届出（施設基準，保険医等の異動

これらに関連した項目として呼吸心拍監視加算（呼

（転入・転出）
（常勤から非常勤），施設基準の辞退届，

吸心拍監視について，観察した呼吸曲線，心電曲線，

保険外併用療養費（特別の療養環境の提供），先進医

心拍数などの観察結果の記載）や肺塞栓・血栓予防加

療・高度医療2)）の届け出が正しくなされていないこ

算等もきちんとした記載が求められている．

とやそれらに関する患者への周知のための掲示が不十

注射，処方などに関しては長期漫然投与ならびに適

分であることや特別療養環境提供（差額ベッド提供）に

応外使用，併用禁忌などが問題となることは言うまで

関する説明・同意書書類の不備などが指摘されている．
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電子カルテとの関連で岡山大学病院での改善状況
１. 病名の整理
岡山大学病院においては病名に関して2003年の時点
で標準病名マスターへの移行を行い，医師によるピッ
クアップツールによる傷病名記載を行っている．DPC
コーディング時の病名に関しても退院サマリー上で資
源再大投入病名をはじめとする12病名の選択を医師が
行うこととしている．
この過程において発生する疑い病名，急性期病名の
長期残存に対して，病名の有効期間の自動設定機能を
装備した．すなわち，疑い病名に関しては病名開始日

図３

から１ヵ月で中止（図２）
，また，急性上気道炎などの

ICD10 不詳病名対策 類縁病名グループ表示

病名に関しては原則２ヵ月で中止の転帰が自動的にふ
られるとともに他の病名に関しても転帰時期の指定が

は関連する医療スタッフ相互間での作成が求められ，

できるようになっている．また，近年，DPC コーディ

かつ，交付文書の写しの貼付が算定要件となっている．

ングで問題となっている不詳病名対策に関しても

原則的に定型文書の提供に加えての文書作成を医療者

ICD10コードの頭３桁から類縁病名を表示させ，適正

に要求してきているが定型文書をそのまま使い，追加

病名を選択可能とするシステムを構築してきた（図

文書のない画一的なものが患者に提供されているのが

３）
．近年ベンダーからパッケージの提案がなされたが

現状である．2012年の特定共同指導においても内容の

従来のシステムベースに機能改善を行っている．
現在，

乏しさについての指摘を受けた．現在，改善策として

重複病名登録に関しても同様の考えで ICD コード頭

２つのことを考え，改善に向けての作業を行っている．

３桁乗る医事病名がなされている場合にワーニング

１つ目はクリニカルパスの電子化を促進する過程に
おいて患者用パスの作成を行い，これを従来の診療情

（既に病名登録がなされている旨表示）を考えている．

報提供書に加えて患者に提供すること．２つ目は現在，

２. 入院診療計画書
入院診療計画書に関しては入院７日以内に患者に対

あまり使われていない入院初診時記録を活用，ここに

して，今回入院の目的，治療方針などについて説明を

書かれた内容を取得して，患者説明に必要な内容に校

行うことが義務づけられている．また，これらの文書

正し，提供する仕組みを考えている．後者はややもす
れば，書類を作成する度に医師，医療スタッフの業務
が増える現状のシステムにおいて既入力内容の効率的
かつ有効利用を行い，業務軽減につなげることを目指
している．
３. 注射，処方におけるワーニング設定
注射，処方薬において指導で指摘を受けた薬品に関
して使用法，禁忌薬に対するワーニングメッセージを
表示し，使用に当たっての注意喚起を行っている（図
４）．
４. 医学管理料1)
医学管理料に関する項目が年々増加してきている．
これらに関しての結果，指導内容などのカルテ記載が
管理料算定要件になっている．実際，カルテ記載記事
の中に要点などが記載されていたとしても医事課にお

図２

いてその判定は極めて困難で，算定漏れにつながりや

疑い病名の有効期限自動化登録システム
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報提供書か，否かの情報が医事システムに電送される
こととなり，医師にも医事職員にも極めて有用なツー
ルになるものと考えている．
６. 適正な DPC コーディングを目指して
平成15年以降，DPC 制度が導入され，従来の出来
高，積み上げ方式の算定から大きく変わってきた．多
くの医療機関においては病名に対して今回入院時の医
療資源再大投入病名など必要項目の選定を退院時に担
当医に行わせているのが現状である．岡山大学病院で
図４

は医師が医師の業務として行わなければならないこと

注射オーダーにおけるワーニング表示

はなにかと考えた結果，退院サマリーの作成時に医療
資源再大投入などを決めてもらうことが業務の関連性

すい．そこで我々は記載に関して必要項目（診療報酬

からも得策と考え，退院サマリーの形態を大幅に DPC

点数表の内容から抽出）を各々の指導管理料書式に盛

対応型に変更した．このときに医師の業務に対する支

り込んだテンプレートを作成し，カルテ記録としての

援策として認定医，専門医の申請時に対応可能な病歴

保存に努めている（図５）
．このテンプレートは日々の

要約シートの作成ならびにレセプト提出時の症状詳記

記録の一部としてカルテ内に保管されるためいつ，誰

作成支援ツールも併せて提供，退院サマリーの有効活

が，どのように判断したのかなど診療記録と
しての活用も可能となっている．この方式は
在宅療養指導記録などにも利用され，必要項
目の漏れなき記載と診療報酬算定においても
テンプレートの使用状況が医事に送信され，
かつ，前回の算定履歴に基づき，リマインダ
ー機能が起動し，算定漏れ防止機能も実装し
ている（図６）
．
５. 診療情報提供書
診療情報提供書に関しては単なる報告のみ
での算定は許されないことから診療情報提供
書の作成の段階で医師自らが内容を判断して

図５

医学管理：指導記録作成テンプレート

図６

医学管理：指導記録作成リマインダー

紹介状としての算定が可能か否かの判断を行
い，台紙選択を行うこととしている．現段階
でもどのような検査の報告や，画像レポート
の添付がなされたかは未知の場合が多いた
め，紹介状に添付台紙を装備した診療情報提
供書を作成，どのような書類が添付されたの
かが電子カルテ上で認識できるシステム構築
を行っている．
このシステムでは書類の郵送ではなく，登
録された医療機関に対しては FAX での送信
も可能とし，紹介医に対して早期の情報提供
ができるように構築している．このシステム
を用いれば医師は書式台紙の選択をしなくて
も添付資料の有無により，算定可能な診療情
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用を行っている（図７）
．

また，指導医は必ずしも１：１で指導に当たること

７. 研修医権限と記録の添削システム

が不可能なことも考慮し，指導医グループを同一の診

3)

卒後臨床研修必須化に伴い，2004年４月の診療報酬

療科で形成しＮ：１の指導体制に対応可能とした．ま

改訂に伴い，臨床研修機能に伴う医療の質向上の評価

た，オーダーに関して指導医の承認が必要となる抗癌

として『臨床研修病院入院診療加算』が新設された．

剤などに関しては計画伝票とし，承認が得られなけれ

電子カルテの中で研修医の診療記録記載ならびにそれ

ば部門転送されない取り扱いとした．

に対する指導医の指導記録の保存が必要となった．

指導記録に関しては従来，文章中の一文字を訂正し

岡山大学病院ではこれに対応するために研修医の記

ても訂正線が全文に付され，何を修正されたのか理解

録に対する指導承認システムならびに各種のオーダー

しづらい表示になっていたが差分表示することによ

に対する承認システムの構築を行ってきた．いわゆる

り，指導医が修正した箇所が容易に判別できる差分ビ

カウンターサイン機能である．

ュアーを開発し，導入している（図８）．

基本的には研修医の権限レベルを５段階に振り分

保険診療に対応した電子カルテ開発における課題

け，レベル１は学生と同じく参照のみの権限，レベル
５は通常の医師と同じ権限とし，その間を３段階に振

電子カルテのシステムとそれを利用するエンドユー

り分け，診療科毎に権限設定可能とした．

図７

図８‑１ カルテ内容修正表示（旧版）
部分修正，追加においてもすべての文章に訂正線が引かれる．

DPC コーディングを前提とした退院時サマリー

図８‑２ カルテ内容修正表示（新規開発の差分ビュアー）
修正箇所のみに対して訂正線ならびに修正箇所の対比が可能．
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明

ザーの診療プロセスを十分考慮したシステム構築が求

観点から見ていくとここ数年の各大学ならびに各医療

められる．

機関における指摘事項は表１にまとめた内容で大差は

すなわち，医療者は目の前の患者の疾病をいかに正

ない．これらの内容の多くはシステム上での対応が可

しく，迅速に診断し，治療を行うかに集中するあまり

能であり，かつ，診療録への記載に関してはテンプレ

ついつい保険診療の原則を忘れた診療に陥りやすい．

ートの活用で可能な範囲である．我々もシステム改善

岡山大学病院では電子カルテシステムの初画面におい

に向けて病院情報システムベンダーに働きかけを行い

て保険診療のバイブルである『保険医療機関ならびに

改良を行ってきているがベンダー間の垣根を越えたシ

保健医療様担当規則（通称：療担則）
』が参照できるよ

ステムパッケージが考慮されるべきと考える．国立大

うにリンクを張っている．また，システム構築におい

学病院医療情報部の部長会では『保険診療に適合した

ても医療者が医事会計を意識せず，診療が行えるよう

電子カルテのシステム構築』というテーマに沿い，取

に上述したごとく様々な工夫を行ってきている．シス

り組みを開始している．まだまだ，ベンダーと一体と

テムの修正により保険診療に対する自覚の欠落を防止

なってこの問題に取り組む環境になく，しばらくは自

する目的にて年に２度の保険診療に関する研修会も行

院システムの改良で対応せざるをえず，エンドユーザ

っているが特定共同指導を受ける度に新たな課題が出

ーの協力をお願いするところである．

てくるのが現状である．電子カルテ化が進むとカルテ

文

記載が増加するという報告とともに逆に減少するとい

献
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