
RHD を使おう！

医）さなだ耳鼻咽喉科医院

眞田
 

友明



へっぽこプログラマの作品

• RHD
• CTI
• DynaViewLight
• AudioDB
• 稲垣シューっ

• 受付状況表示ソフト

• 薬剤情報提供料をチェックするモジュール
 

他



2010/7/31 土曜日



さなだ耳鼻科のレセプト作業

月末 終日：RHDで全項目のチェック

RHDでエラー項目の修正

Dynaでエラー項目の修正

(全工程30分程度)

毎日診療後：ダイナで病名入力

RHDで病名以外のチェック

(5分ほど)

翌月一日：ダイナでレセ作製(約30分)

保険の修正

レセプト差し替え

CSV作製

翌月5日：

 
レセプトオンライン送信



レセはほとんどRHD任せ。（これはこれで危険かも？）

仮レセも止めた。(複雑なものだけ見てた)

レセプトフォームを見るのも止めた。

返戻された内容、職員のミスをどんどんRHDに組み
 込んで危険を乗り切ろうとしている。

※これは、単純なレセの多い耳鼻科だからできる？



RHDって何？

• レセプトチェッカーである

• ダイナミクスの入力チェックをする

• 病名と投薬・処置・検査・基本診療との整合
 性（完全一致での処理)を調べる

• 各種加算を調べる

• 対応病名の標準辞書を中に持っている

総合チェッカーを目指している！！！



RHDの特徴

• 病名チェックだけじゃない！

• 加算・包括・特定疾患チェックが充実！

• 小児科では重要な休日のチェックが可能！

• 処置・検査のチェックも充実！

• Dyna入力データのチェックもできる！

• とり忘れの防止に重点を置いている！



詳しくは“RHDで出来ること”

http://www.sanada.gr.jp/download/manu_RHD_title.html

http://www.sanada.gr.jp/download/RHD_result2009.html

をご覧ください。（手抜きです）



特定疾患

・「特定疾患療養管理料」があるのに特定疾患が無い
・特定疾患があるのに「特定疾患療養管理料」がない
・「特定疾患療養管理料」が3回以上ある
・「特定疾患療養管理料」と受診回数が不適切
・「特定疾患療養管理料」「耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料」が重複算定され

 ている
・「特定疾患処方管理加算」があるのに特定疾患が無い
・特定疾患があるのに「特定疾患処方管理加算」がない
・「特定疾患処方管理加算」が3回以上ある
・「特定疾患処方管理加算」と受診回数が不適切
・「長期投薬加算」があるのに特定疾患が無い
・「長期投薬加算」が2回以上ある。
・「長期投薬加算」と「処方管理加算」があり減算されていない
・「長期投薬加算」があるのに対応する処方がない。

 
薬剤別病名評価あり

・「指定外用薬」があるのに長期投薬加算が無い。

 
薬剤指定可



小児科包括

【小児科包括チェック】
・院外処方が無いので小児科外来診療料(院内処方)で算定が可能
・院外処方があるのに小児科外来診療料(院内処方)が算定されている
・小児科外来診療料(院内処方)と(院外処方)が混在している
・3歳を超えているのに小児科外来診療料が算定されている
・15歳以上なのに小児特定疾患カウンセリング料が算定されている
・小児特定疾患カウンセリング料が2回以上算定されている
・小児特定疾患カウンセリング料と慢性疾患療養管理料が同月算定されている
・小児包括設定なのに小児科外来診療料が算定されていない



内科包括

【内科包括チェック】
・受診1回のみで在宅時医学総合管理料が算定されている
・初診日に在宅時医学総合管理料が算定されている
・初回受診日に在宅時医学総合管理料が算定されている
・処方箋発行が無いので在宅時医学総合管理料(院内処方)で算定可
・処方箋発行があるのに在宅時医学総合管理料(院内処方)で算定されている
・在宅時医学総合管理料が2回以上算定されている
・初診料・再診料・往診料と在宅患者訪問診療料が同時算定されている
・在宅設定、受診2回以上なのに在宅時医学総合管理料が算定されていない



RHDだとこんなこともできちゃう！

ほんの一部をご紹介

皆さんはCCIをお使いだと思いますので、

かなり偏った内容のご紹介です。



病名の自動処理

できるだけ手を抜くにはこれが必要かも・・・



受診してない人の病名を全部治癒にする

3ヶ月過ぎると初診にしても文句内ですよね！？

というわけで、3ヶ月未受診の人の全病
 

名を自動的に治癒にします。

条件を付けて対象からはずすこともできます。



疑い疾患を治癒にする

疑い疾患ってそんなに厳密なものですか・・・？

付けて消して何度でも・・・

疑いを持って検査して、疑いが晴れると治癒にする。

というわけで、一定期間過ぎると疑い
 病名を自動で治癒にするようにしま

 した。



指定した病名を治癒にする

急性病名なんかいちいち治癒にしたくない。めんどくさい。

というわけで

指定した病名を、自動的に治癒にで
 きるようにしました。

終受診日か、月末を選んで

自動治癒にできます。



主病名をつける

内科では、主病名にポリシーがあるみたいだけど・・・

耳鼻科にはない！！

というわけで、適当につけちゃえ！！で自動化しました。

優先ルールに従って、主病名を
 自動的につけます。



治癒にできそうな病名を知らせる

ダイナに一対一で病名を登録していると・・・・

どんどん病名が増えて・・・・

収拾がつかなくなる

これをRHDで調べて「削りませんか？」っ
 

て聞いてくる！！！



抗生剤の長期処方を警告する

抗生物質を長期に使うと、医療に問題が出るだけではなく・・・

保険でも査定されます。

これってまずい！！

（でも耳鼻科は抗生剤乱発に近いです）

で！これをRHDは警告します。



長期処方管理加算の警告

長期処方管理加算は特定疾患がついているとダイナ
 が自動的に算定してしまいます。

でも・・・

本当に算定できるかどうかは薬の内用によります。

ダイナはこれは判断してくれません。

でも・・・

これをRHDは判断します



RHDのお楽しみ機能

使用薬剤の集計機能！！

お楽しみは後で



とりあえず使ってみる

まずはダウンロード！

http://www.sanada.gr.jp/ にアクセス

Original Soft をクリック
RHD をクリック

新版をダウンロード



Install (試用の場合)

適当なフォルダ(「Dyna_copy」を例にします)を作る。

「Dyna_copy」に「dataDYNA」をコピー。

ダウンロードしたRHD(ZIPファイル)を解凍

「Dyna_copy」に解凍して出てきた3つのファイルをコピー

-- 3つのファイル --

1) RHD.mdb (RHD本体)

2) RHDconf.mdb (RHD設定保存ファイル)

3) RHD結果資料.mdb (お楽しみ保存ファイル)



必ず躓く・・・

「患者マスター」と「患者病名明細」

結構間違ってる生年月日

病名開始日・転帰日にはミスがいっぱい

結構多い病名の空欄

RHDが動かない原因 “No1”



生年月日の間違い

• 11/31 などありえない日がある

• 昭和66年
 

などありえない年がある

• 閏年でない年に
 

2/29 が使われている



病名と転帰

• 病名が空欄

• 病名が空欄なのに開始日がある

• 治癒なのに転帰日が無い

• 継続になってるのに転帰日が入ってる



実行する

「Dyna_copy」フォルダを開く

「RHD.mdb」をダブルクリック



まずはリンクをクリック！！

















ためしに押してみる



こんなのが出来てたらOK！



特に触らない



ココは大事！！！



患者病名明細のクリーンアップ

• 病名入力には結構ごみがあります。

• 病名が空欄

• 治癒になってるのに転帰日がない

• 継続なのに治癒日が入っている

• 開始日がない

これらを修復します。





参考資料mdbを残すにチェックが入っていると、

お楽しみ結果が閲覧できます。



年と月のみ合わせて実行！
 

日は無視！！





これが開きます















やたら病名警告が出る

• 対応表テーブルが出来上がっていない。

• 病名が完全に一致していないとダメ。

• 病名の開始日と、薬剤・検査などの開始日が
 合っていない。

使い始めは病名のチェックをしな
 いほうが良いかも・・・



対応表テーブルが出来上がっていない。

• 出荷時はまったく登録されていない

• ダイナの対応表の取り込み作業をしていない

• あとはこつこつ作るしかない



病名が完全に一致していないとダメ。

「クラバモックス」に「中耳炎」を登録していると・・・

RHDでは「急性中耳炎」ではダメといわれる。

ナゼ？？？

もし、「中耳炎」で登録して「急性中耳炎」が

 OKなら「滲出性中耳炎」もOKになってしまう。

これでは困る！！

「中耳炎」は「中耳炎」OK、「急性中耳炎」NGに

 なるようにしている。



病名の開始日と、薬剤・検査などの開
 

始日が合っていない

急性咽頭炎が11/10に開始になっているとき

フロモックスが11/15投薬ならOK

11/8投薬ならNG

現在のところ支払基金では調

 べてないらしい・・・



お楽しみ機能

使用薬剤の集計機能
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