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兵庫保険医新聞
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厚生局「改定時集団〝指導〟
」 出席は任意です

12,000 円）

診療報酬改定研究会のご案内

2012 年度

4 月の診療報酬改定に際して、近畿厚生局から「改定時集団指導の実施について」との通知葉書が届いた

ご参加の際にはお届けしている案内ハガキをご持参ください。ハガキと交換でテキス

との問い合わせが、多くの医療機関から寄せられています。

ト『点数表改定のポイント』をお渡しします。テキストの追加をご希望の場合、医科

今回の「改定時集団指導」は、改定内容の説明会として開催されるもので、出席できなかったとしても
何らかのペナルティを課せられるものではありません。
医療機関では、
「指導」として実施されるものには出席義務があり、受けなければペナルティが課せられ
るものとの認識が強くあります。
前回 2010 年改定時も、同様の通知が送付され、医師・歯科医師に大きな不安と混乱をもたらしたため、
協会は、直ちに今後は通知の標記に留意するように要請しましたが、同じことが繰り返されたものです。

は１冊 2,000 円、歯科は１冊 1,000 円で販売します。

北播会場（医科）
日時：2012 年３月２３日（金） 13：30 ～
会場：小野市うるおい交流館エクラ
講師：田渕

光

西山

敬吾

先生（小野市・育が丘クリニック）

正剛

先生（加東市・桂医院

行政の責任で診療報酬の改定内容の説明会を開催することは当然のことですが、「指導」との名称を使用
するのではなく、あくまで説明会であり、かつ出席は任意であることを明記するとともに、診療時間に配
慮した時間帯で開催するよう、協会はあらためて近畿厚生局兵庫事務所に要請しました。

大会議室

司会：桂

先生（加東市・田渕医院）
協会北播支部長）

他地域、歯科・病院・介護の会場は以下の通りです

用
利
ご
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協会ホームページに

改定特集ページ
新 設 し ま し た！

2012 年度診療報酬・介護報酬改定特設サイト
を協会ホームページに公開しました。協会トッ
プページのリンクから閲覧いただけます。ぜひ
ご活用ください。また、サイトのへのご要望や
ご意見もお待ちしております。
■

新点数の気になる疑問を随時解説

せきれない情報もお伝えします。
■

http://www.hhk.jp/kaitei2012/

ＷＥＢからの問い合わせも可能
専用の質問フォームを設置し、診療報酬改定にかかわる問い合わせをメールでも受け付けます。時間を気に

せずにいつでもお問い合わせいただけます。お気軽にご利用ください。
便利な行政資料などへのリンクと協会の見解も
厚労省の通知など行政資料への便利なリンク集と、協会の見解や会員の意見などもお知らせしていきます。
■研究会や書籍発行の情報も掲載
ご要望の多い改定研究会の会場一覧や、保険診療便覧をはじめ各種書籍の発行予定も掲載。すぐにご確認い
ただけます。
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兵庫保険医新聞紙上で好評の新点数Ｑ＆Ａを
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【情勢について】

（昭和 43 年 6 月 12 日第三種郵便物認可） 号外 （年間購読料

支部企画

北播支部

のご案内

診療所での医療安全管理

日

医療安全管理研修会

時：2012 年４月１４日（土）
14：30 ～ 16：00

消費税増税をめぐる情勢の動きや、東日本大震災被災者への医
療費窓口負担免除措置の延長、診療報酬改定の動向などについ

会

場：小野市伝統産業会館 第 1・第 2 研修室

て意見交換した。

講

師：中井

【日常診療について】
最近の審査・指導をめぐる事例について意見交換した。
【今後の支部企画について】

12,000 円）

英子

氏

（小野市民病院看護課長・医療安全管理者）

ご参

加く

ださ

い

2007 年の医療法改定によって、すべての医療機関に①医療安
全、②院内感染対策、③医薬品安全管理、④医療機器安全利の体
制の確保が義務付けられました。その中で、特に「医療安全管理」
「院内感染対策」に関しては、職員・従事者の研修を年２回程度
実施することが求められています。職員・従事者研修は、無償診
療所（医科・歯科）の場合は、外部研修でも認められることから、
支部で研修会を企画しました。

参加費：1,000 円

診療所での外来診療で注意すべき医療安全管理対策の基本を、

参加者には受講証を発行します
参加希望・お問い合わせは
TEL 078-393-1817 納富 ( ﾉｳﾄﾐ )・石本まで

小野市民病院で医療安全管理者を務める中井英子氏を講師に学び
ます。ふるってご参加ください。

診療報酬改定研究会 (3/23)、医療安全管理研修会 (4/14) の具体
化を進めるとともに、６月の支部総会に向けての議論を開始し

AM558KHz

た。

( 県北部 )1395KHz

【放送期間】
2011 年 10 月 6 日～ 20112 年 3 月 29 日
身近で起こっている医療の様々な問題や疑問について

支部会員のみなさまへ

北播支 部 世 話 人 会 ・ 会員懇談会に
ご 参 加 下 さい

毎週木曜 PM7:00 ～ 8:00
保険医協会会員の開業医が分かりやすくお答えします （医療コーナー放送時間 7:30 ～ 7：45 分頃）

審査 ･ 指導相談日

日時：３月 21 日（水） 19：30 ～

日時

４月 12 日 ( 木 ) 15 時～

会場：小野市・加東市医師会館

会場

協会会議室

医科は事前予約制 ☎ 078 － 393 － 1803 まで

最新の医療情勢の紹介と意見交換、日常診療の工夫や交流など、

歯科は随時 ☎ 078 － 393 － 1809 まで

ざっくばらんな集まりです。ぜひご参加ください。

※「個別指導通知」が届いたらまず保険医協会

参加希望・お問い合わせは
TEL：078-393-1817 FAX：078-393-1802
担当事務局 納富 ( ﾉｳﾄﾐ )・石本まで

【放送時間】

に相談ください。
※『月刊保団連』同封の「保険審査相談用紙」
をご利用ください。

