
保険医療機関および保険薬局ならびに保険医および保険薬剤師 (以下 ｢保険医療機関等｣

という) に対する指導は, 健康保険法, 船員保険法, 国民健康保険法および高齢者の医療

の確保に関する法律に基づき, ｢保険医療機関及び保険医療養担当規則｣, ｢保険薬局及び

保険薬剤師療養担当規則｣ ならびに ｢療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に

関する省令｣ 等に定める事項の周知徹底を主眼とし, 診療方針 (調剤方針を含む), 診療

報酬 (調剤報酬を含む｡ 以下同じ) の請求方法, 保険医療の事務取り扱い等について指導

を行い, 保険診療の質的向上および適正化を図ることを目的として, 次により実施する｡

なお, 当指導方針については, 平成20年３月31日保発第0331001号通知 ｢指導大綱｣ に

より定めたところであるが, 改正の必要が生じたときは, その都度京都府関係師会 (医師

会, 歯科医師会, 薬剤師会｡ 以下同じ) と協議する｡

Ⅰ 指導の実施

指導の実施にあたっては, 原則として, すべての保険医療機関等を対象とするが, 効

果的かつ効率的な指導を行う観点から, ｢京都府選定委員会｣ を設置し, 指導の公平か

つ適正化を図るため, 対象保険医療機関等の選定, 指導実施計画の策定, 指導結果の評

価等について当該選定委員会に諮ることとする｡

また, 指導の実施にあたっては, 常に京都府関係師会, 審査支払機関等の関係団体に

意見を聴くなど協力を求め, 連携を密にし, 円滑な運営を図るものとする｡

なお, 指導実施通知には, 京都社会保険事務局および京都府または厚生労働省ならび

に京都社会保険事務局および京都府が共同で行うことを明記した上で, 京都社会保険事

務局長名で発出することとする｡

Ⅱ 療養担当規則の周知徹底

保険医療機関等に対して指定通知書を交付する際, および新規登録の保険医等に対し

て登録票を交付する際に｢療養担当規則｣を登載した資料を配付し,その周知徹底を図る｡

Ⅲ 指導の形態と方法

指導の形態および方法等については, 次のとおりとする｡

１ 集団指導

集団指導は, 次の区分により行う｡
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(１) 指定前講習会

新規開設者 (管理者変更を含む) を対象として, 保険診療の留意点等についての

指定前講習会を開催する｡

(２) 指定後集団指導

ア 新規登録時の保険医を対象として, 保険診療の留意点等についての講習会を開

催する｡

イ 指定更新時の保険医療機関等を対象として, 保険診療の留意点等についての講

習会を開催する｡

(３) 新規登録保険医講習会

新規登録の保険医等を対象として, 療養担当規則等に係る講習会を開催する｡

(４) 診療報酬改定時等講習会

保険医療機関等を対象として, 診療報酬改定時等に係る講習会を開催する｡

(５) その他

厚生労働省ならびに京都社会保険事務局および京都府との共同による特定共同指

導等においては, 当該指導に併せて集団指導を開催する｡

２ 集団的個別指導

診療報酬明細書 (調剤報酬明細書を含む｡ 以下同じ) の１件あたりの平均点数が高

い保険医療機関等 (以下高点数保険医療機関等という) を対象として, 集団講習会方

式および個別に面接懇談方式により, 平均点数が高いことを認識させ, 適正な保険診

療を行うための教育的観点からの指導を行う｡

３ 個別指導

個別指導の対象とする保険医療機関等は次のとおりとし, 一定の場所に集めてまた

は当該保険医療機関等において, 個別に面接懇談方式により指導を行う｡

(１) 京都社会保険事務局および京都府が共同で行う個別指導

① 支払基金等, 保険者, 被保険者等から診療内容または診療報酬の請求に関する

情報の提供があり, 個別指導が必要と認められた保険医療機関等｡

② 前年度以前の個別指導の結果, 指導後の措置が ｢再指導｣ であった保険医療機

関等または ｢経過観察｣ であって, 改善が認められない保険医療機関等｡

③ 監査の結果, 戒告または注意を受けた保険医療機関等｡

④ 集団的個別指導の対象となった保険医療機関等で, 指導対象となった大部分の

診療報酬明細書について, 適正を欠くものが認められた保険医療機関等｡

⑤ 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち, 翌年度の実績においても, な

お高点数保険医療機関等に該当するもの｡ (ただし, 集団的個別指導を受けた後,

個別指導の選定基準のいずれかに該当するものとして個別指導を受けたものにつ

いては, この限りでない)

⑥ 正当な理由がなく集団的個別指導を拒否した保険医療機関等｡

⑦ 新規指定の保険医療機関等で, 一定の期間経過後, 保険診療および請求事務等

に係る教育的な観点で指導を行う保険医療機関等｡ (以下 ｢新規個別指導｣という)

⑧ 特に個別指導が必要と認められる保険医療機関等｡

(２) 共同指導(厚生労働省ならびに京都社会保険事務局および京都府が共同で行うもの)

① 過去における個別指導にもかかわらず, 診療内容または診療報酬の請求に改善

が見られず, 共同指導が必要と認められる保険医療機関等｡

② 支払基金等から診療内容または診療報酬の請求に関する連絡があり, 共同指導
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が必要と認められる保険医療機関等｡

③ 集団的個別指導を受けた保険医療機関等のうち, 翌年度の実績においても, な

お高点数保険医療機関等に該当するもの｡ (ただし, 集団的個別指導を受けた後,

個別指導の選定基準のいずれかに該当するものとして個別指導を受けたものにつ

いては, この限りでない)

④ その他特に共同指導が必要と認められる保険医療機関等｡

(３) 特定共同指導 (厚生労働省ならびに京都社会保険事務局および京都府が共同で行

うもの)

① 医師等の卒後教育修練や高度な医療を提供する医療機関である臨床研修指定病

院, 大学附属病院, 特定機能病院等の保険医療機関｡

② 同一開設者に係る複数の都道府県に所在する保険医療機関等｡

③ その他緊急性を要する場合等であって, 特に特定共同指導が必要と認められる

保険医療機関等｡

Ⅳ 指導後の措置

１ 集団的個別指導

翌年度においても高点数保険医療機関等に該当した場合, 翌々年度に個別指導を

行う｡

なお, 指導対象となった大部分の診療報酬明細書について, 適正を欠くものが認め

られた保険医療機関等にあっては, 集団的個別指導後, おおむね１年以内に個別指導

を行う｡

２ 個別指導

診療内容および診療報酬の請求の妥当性等により, 次のとおりとする｡

(ア) おおむね妥当

(イ) 経過観察

(ウ) 再指導

(エ) 要監査

監査の必要のあるものについて監査を実施する場合は, 患者調査を実施するなど

必要な措置を講じることとする｡

なお, 指導中に診療内容または診療報酬の請求について, 明らかに不正または著

しい不当が疑われる場合にあっては指導を中止し, 直ちに監査を行うことができる｡

Ⅴ 指導結果の通知等

１ 集団的個別指導

指導担当者は, 集団的個別指導が終了した時点において, 当該保険医療機関等に対

し, 口頭で指導の結果を説明する｡

２ 個別指導

京都社会保険事務局は, 指導の結果および指導後の措置について, 文書により当該

保険医療機関等に通知するとともに, 指導の結果で指摘した事項にかかる改善報告書

の提出を求める｡

なお, 指導担当者は, 個別指導が終了した時点において, 当該保険医療機関等に対

し, 口頭で指導の結果を説明する｡
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Ⅵ 指導後の返還金

１ 個別指導終了後の返還金は, 原則的には, 指導実施月の前月からおおむね１年遡及

して返還を求めることとする｡

なお, 新規個別指導終了後の返還金は, 指導当日使用したレセプトのうち, 判明し

たもののみ返還を求めることとする｡

Ⅶ 京都府関係師会との協議

指導の具体的な計画については, 指導の円滑な実施を図るため, 必要に応じ関係師会

と協議することとする｡

附則 この指導方針は, 平成８年度における指導から適用する｡ (平成８年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成10年度における指導から適用する｡ (平成10年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成11年度における指導から適用する｡ (平成11年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成12年度における指導から適用する｡ (平成12年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成13年度における指導から適用する｡ (平成13年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成14年度における指導から適用する｡ (平成14年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成15年度における指導から適用する｡ (平成15年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成16年度における指導から適用する｡ (平成16年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成19年度における指導から適用する｡ (平成19年４月１日)

附則 この指導方針は, 平成20年度における指導から適用する｡ (平成20年４月１日)
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