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〒380-0906長野市鶴賀629-1
長野東口ビル9F
電話
026（ 226）0086
FAX
026（ 226）8698

主な記事
診療報酬改定各科各院所から…2面、協同
組合ニュース…3～4面、明細書義務化撤
回要請書の私のひとことから/学会講演会
点描…5面、理事会便りほか…6面

E-mail
nagano-ok@doc-net.or.jp
年間購読料 3,600円
（会員の購読料は会費に含まれています）

本紙348号(2/25)で長
野・新潟など７県の保
険医協会や保険医会・
保険医協同組合の役員
を中心に準備してきた
明細書発行義務化撤回で運動

撮影料、眼科・耳鼻科等の汎用点数の

開業医の休業保障を主

県保険医協会は診療報酬改定に伴う

引き下げなどマイナス改定必至の要素

事業とする広域の「開

療養担当規則改正で行われた明細書発

がある。その一方で７月にはオンライ

業医共済協同組合」が

行の義務化では４月７日に会長談話を

ン又は電子媒体請求の診療所での明細

関東信越厚生局の設立

発表（前号5面）し、問題点を指摘し

書発行の義務化がやってくる。また訪

認可（1/29）を受けた

ていたが、その義務化の撤回の関係で

問診療料における同一建物居住者の取

こと及び準備中の共済

厚生労働大臣、地元選出国会議員、中

扱いや入院中の他医療機関の受診にペ

の給付や掛金の特徴を

医協委員宛要請書への会員署名の運動

ナルティの導入と外来医療機関の診療

紹介してきた。

に取り組み始めた。

制限など、診療現場に大きな混乱をも

「全患者への明細書発行義務化の撤回

たらしかねない改定内容もある。

その後、同制度の共
済規定が3月31日付で

長野県はじめ７県で普及に取り組む新しい休
業保障共済「開業医共済」のパンフレット

を求める要請書」は５月13日から17日

アンケートは、▽明細書発行 ▽新

関東信越厚生局の認可

にかけて会員に送付、現在回収中だ

設の「地域医療貢献加算」▽入院中の

を受けたことにより、

新しい「共済休保」は週５日以上か

が、要請書の協会への到着分から「私

患者が他医療機関受診する場合の算定

低負担で保障が得られ

つ週27時間以上業務に従事している64

のひとこと」欄に記載にあった声を７

制限の影響 ▽今回改定を含めた診療

互助共済ならではの同制度のパンフ

歳までの長野県など７県の保険医協会

面で紹介している。協会では署名を積

報酬上の不合理項目 を聞く内容。

レットも作成、現在７県で６月30日ま

保険医会の会員が加入できる制度。加

での一斉に募集に入っている。

入に際しては「開業医共済協同組合」

みあげ診療現場からの意見をもとに、

アンケート用紙は、５月13日から17

厚生労働省や地元選出国会議員、中医

日にかけて発送され、現在回収中だ。

長野県ではカラー刷りのパンフレッ

という事業協同組合が運営する関係で

協委員に要望していく。

そしてアンケートをもとに今次改定に

トが出来上がる前に、内部印刷のモノ

組合加入の出資金・開業医1口5,000円

診療報酬アンケートは医科で先行

ついて緊急に改善すべき事項を厚生労

クロ版を会員に配布（4/23）、以降も

以上、勤務医は賛助金2,000円が必要。

また改定された診療報酬に関するア

働省へ要望していく方針だ。

諸々の発送物に制度紹介のチラシを同

長野県では保険医協同組合が代理店と

封するなどＰＲをしてきている。

して募集の窓口になっている。

経過後の７月段階でのアンケートの実

なったのか、改定の特徴部分（初・再

施を決め、６月の部会で設問を確定す

診料、歯周安定期治療、訪問診療）、

ることになっている。実際にアップに

不合理項目などを聞く予定だ。

ンケートは、医科で先行実施となって

歯科のアンケートは３ヵ月後に

いる。医科では診療所での再診料の引

なお、歯科は５月11日に４地区電話

き下げをはじめアナログのエックス線

会議で開いた歯科部会で、改定３ヵ月

県保険医協会は診療報酬改定に伴う

新点数検討会に続いて医科では４月下

加算」の届出数に関心が集まるが、本

旬に県下４ヵ所で保団連

紙発行日までに関東信越厚生局管内で

の「新点数運用Ｑ＆Ａレ

は半分ほどの県しか４月１日付分が出

セプトの記載」をテキス

４月改定の診療報酬関係の新たな施

トに使った説明会を開催

設基準届出点数について、医科の「地

した。

域医療貢献加算」、歯科の「歯科技工

ておらず、長野県もまだで、届出医療
機関数は次号でとなる。

テキストは３月段階で

4月22日、新点数Ｑ＆Ａ説明会の長野会場で

明らかになっていなかっ

スト編集従事の井出・増田事務局員が

た点やよくある質問をま

講師を担当した。各会場の参加者は21

休業保障の新たな共済「開業医共済

とめたもので、中島常任

日の松本135人、22日の長野50人、27の

休業保障制度」（共済休保）のお問い

理事（長野会場）、丸山

飯田70人、28日の上田48人で、トータ

合わせは、代理店の長野県保険医協同

理事（松本会場）とテキ

ル303人となっていた。

組合（電話026-223-0345）へ。

◆沖縄県の米軍普天間

飛行場は最低でも県外

へ・・・昨年の総選挙

で鳩山首相はこう語っ

た。沖縄県民は何かが

変わるかもしれないと

期待を持った。しかし今、首相は沖

月に鳩山首相

11

縄を訪れて、移設先は名護市辺野古

と明言した。昨年

はオバマ大統領との日米首脳会談で

年前に終戦し、占領軍に支

60

「トラスト・ミー」と言ってしまっ

た。

配された経緯が、未だにアメリカに

従属しているという事実は変わって

いないように映る。多くの報道機関

は民主党の公約違反であると豪語し

ている。しかし、今年の保険改定は

数字上ではプラス改定であったと言

われているが、臨床を預 かるもの

は、事実上のマイナス改定による苦

渋を毎日感じている。これは公約違

反ではないのだろうか。◆「政治不

信の解消」「クリーンな民主党」を

掲げて政権交代を成し遂げた鳩山政

権である。企業・団体献金の禁止を

打ち出し、国会での法改正に意欲を

見せているが、不振解消の先頭に立

つべき新政権の大物政治家２人の疑

惑問題の真相究明が先決問題と、野

党側から協議に乗ってもらえない状

年度の公共事業関

10

況である。◆「コンクリートから人

へ」を掲げて

係費を前年度比で一八・三％引き下

げたことは評価されるが、高速道路

料金は一部区間の値上げが明らかと

なり見直し状態で、ガソリン税など

の暫定税率廃止も財政難により断念

に追い込まれた。◆「事業仕分け」

により税金の使い方を是正しようと

しているが、小沢幹事長の選挙戦略

とは必ずしも一致せず、その動向に

注目するところである。（ＴＨ )

明細書発行義務化撤回を求める会員署名、福祉医療制度の改善を求める県知事宛要請書へ患者署名を実施中。署名は協会へ！

（２）
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本紙では、今次改定について答申直後に基本診療部分の医科歯科比較（348号1面）、その後「医科改定の特徴点」と「現段階の改定についての歯科部会見解」（各
349号２面）を掲載してきた。今回、現在も募集中の各科から各院所から寄せられた声を着順で３点紹介する。原稿は「改定２ヵ月経過」としても歓迎。

いとも簡単なルール変更

政治家主導とはとても言えない。役人

ただ全体的に医療機関の収益はとて

きるものではない。多くの開業医に

政治家主導とはとても言えない
Ｅ・Ｇ

の言いなりになっている感がある。国

も複雑な因子がからんでいます。患者

とって大きな影響がある初診料、再診

民のため国家のために真剣に職務に取

さんが増えればなんとか診療報酬の減

料の点数アップ、さまざまな指導料の

「歯科はアップして良かったですね。

り組んでいれば軽々しく「患者の視

収を少しは補ってくれます。

増点がもとめられたが、今回も期待に

再診料の引き下げが痛いですよ。」協

点」という言葉は出てこないと思う。

医師の病気、不評により患者さんが

会や知り合いの医師との会話の内容

ごく一部のキャリアが国を意のままに

減れば当然大きな減収となります。２

開業医ではほとんど行われないよう

は、ほぼこの様であった。

動かすようなことがあってはならな

年ごとにマイナス基調で診療報酬が改

な外科領域であるがその治療費が改善

しかし、私は、「初・再診料が引き

い。この国の未来のために、国民は遠

正していくとなれば、今の景気のよう

されたことは病院歯科にとっては朗報

上げになる。病院歯科の日頃の奮闘に

慮せずに声をあげ、誰もが安心できる

に暗くなる思いです。

であろう。

答えるべく、評価を上げる。」という

システムを作らなければならない。

前宣伝を耳にする度に「本当にすべて

（長野市・歯科開業医）

上がったら２％で済むまい。どこかを
削ってもってきて、積み上げるのでは
あるまいか」と想像していた。いわ
ば、粘土細工をするのかと案じていた

２年ごと少しずつ減収の中
萎縮診療にならないように
Ｎ・Ｔ

添えるものではなかった。

ＧＤＰ比率で少ない医療費の割合に

また、指導料については細かい説明

もかかわらず、日本の高齢化はどんど

や短期間での説明の繰り返しは術者だ

ん進んでいるので医療費は削れという

けでなく患者にとってもわずらわしい

声があります。しかし、このような時

だけでそのために診療時間を取られる

には後ろ向きの診療にならないように

点は早期に改善して欲しい。

することが必要であると思われます。

ことに今回の改正で特徴的となった

が、保団連の速報に続き実情が明らか

診療所の内科の立場からいうと主に

患者さんのサイドにつき、萎縮診療に

訪問歯科診療の扱い方であるが施設、

になるにつれ、歯科医の多くは「又、

収入に直結するのは再診料です。３点

ならないよう気をつけることが求めら

居宅が一本化されたことは評価できる

やられた!!」と落胆と憤りを覚えたの

マイナスになりましたので、月に再診

れていると思います。

が、20分という時間規制が付けられた

ではないでしょうか？ そもそも『ま

が900件あるとすると27,000円の減収に

るめ』とは何であろう？ 独立した診

なります。年間では32万4,000円です。

療項目であり、必要不可欠な症例も数

２年ごとに少しずつこのようにして減

多い。その上数年前は 模 に関して

収してきています。

（長野市・内科系開業医）

ことは大いに問題である。訪問診療と
いう特殊性を考えても時間や人数に制

期待に添えない改定

限されるのではなく、一人ずつ訪問診

訪問歯科診療の時間規制は問題
林 春二

療料が算定できるように改善すべきで

は、あれほど細かくがんじがらめの

マイナス基調で診療報酬がきまって

「しばり」を課していたのに、いとも

いるので、経営者としてはいかに収入

久しぶりに社会保険診療料のプラス

今回の細かい影響については、これ

簡単に「ルール??」を変更してしまう

を増やすのかに頭を悩まします。再診

改定が行われた。と、いっても、ここ

から多くの識者によって語られると思

とは！ 御役人得意の「目くらまし、

の多い耳鼻科、眼科、整形外科などで

10年以上にわたって、マイナス改定で

うがその点を注視していきたい。

帳尻合わせのマジック」の真骨頂であ

はかなり深刻な影響を受けているかも

あった国民の歯科医療の安定を改善で

る。

しれません。それも２年ごとですから

今回の点数改正？の結果を見れば、

たまりません。

ある。

(御代田町・林歯科診療所）

改定について各院所・各科からの声を募集中！ 本紙1面題字左の発行元
まで各種の通信手段で。文字数は500～800字の範囲で。掲載分につき図書券贈呈。
溝部訴訟、地裁で勝訴するも
国側の控訴で高裁へ

違法とする原告勝訴の判決が出てい
山梨事務所が判決を不服として控訴し

た。しかし、4月13日、関東信越厚生局

保険診療の

2005年11月に山梨県甲府市の「みぞべ

う月刊保団

研究2010年

こどもクリニック」の保険医療機関の

連臨時増刊

4 月 版」を

指定と溝部院長の保険医登録を取り消

同クリニック・溝部院長は2006年２月

で発行の医

４月下旬に

した山梨社会保険事務局(当時)の行政

に「処分の執行停止」が確定していて

科向け「新

開業医会員

処分は違法として、溝部院長が国を相

保険診療を続けながら本訴訟を闘って

点数運用Ｑ

に発送し

手どり処分の取り消しを求め甲府地裁

いる。

＆Ａレセプ

た。医科の

で争われてい

トの記載」

Ｑ＆Ａは一部、同テキスト使用の説明

た訴訟は３月

及び歯科向

会の会場での先渡しもあった。

31日、処分を

会員の追加注文及び勤務医会員へは

組合扱いの販

理者の氏名敬称略）

5,600円での販売となる。追加注文など

売となる。

名
称
診療科名
こだま眼科クリニク
眼
志門歯科クリニック
歯 口 小歯 矯
駒ヶ根高原レディスクリニック
産婦 他
こうのハートクリニック
内 産婦 他
なごみ歯科
歯 口 小歯

〒389-2253
〒381-2205
〒399-4117
〒391-0001
〒386-1321

祝 長
・ 野県保険医協会
第 回定期期総会

は3月1日～5月1日間の5件。（開設・管

＝ 協賛各社 前号よりの続き＝

0345へ。協同

明治安田生命保険相互会社

保研究部編のＡ4版248ページ8,000円で

〇ニ六―二三五―〇〇四四

科と歯科の新規分について紹介。今回

長野市新田町一五〇八―二

組 合 026-223-

℡

療の研究」は大阪府歯科保険医協会社

長野支社

県分の保険医療機関指定の動向から医

松本市大手三―四―五

は保険医協同

〇ニ六三―三二―五三三一

1,000円となっている。歯科の「保険診

℡

関東信越厚生局で公開している長野

松本支社

226-0086、又

〒 390 〒 380
－ 0874 － 0835

屋

ページ で2,000円、会員の追加注文は

たため、場は東京高裁に移った。

富

は、協 会026-

長野市大豆島三八九三―九

事務局の総力で編集され、Ｂ5版291

〇二六―二六八―二一三一

医科の「Ｑ＆Ａ」は全国の社保担当

〒 381
－ 0022

℡

けの「歯科

㈱

県保険医協会では診療報酬改定に伴

31

http://www.p-tomiya.com/

所 在 地
電 話
開設者・管理者
従事形態
病床
指定日
常勤: 1
飯山市大字飯山字蓮田２６３－１４ 0269-23-3544 医療法人こだま眼科クリニック・児玉真也
無 平22/3/23
長野市青木島町大塚１９２－１１ 026-285-6480
個人・小林志門
常勤: 1
無
平22/4/1
常勤:
3
駒ケ根市赤穂７５９番地１９５
0265-82-1010
医療法人ゆりかご・山田雅人
19 平22/ 5/1
茅野市ちの６２８－１
0266-72-1661
個人・河野浩貴
常勤: 2 非常勤: 1 無
平22/ 5/1
常勤: 1
上田市保野１３２４－５
0268-71-5753
個人・竹内大和
無 平22/ 5/1

※診療科名は頭文字又は略記載、他での略もあり。※※開設者の法人の理事長は管理者と同一。個人の場合は開設・管理者は同一。※※※指定期間は指定日より5年。
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厚生労働大臣 長妻 昭
地元選出国会議員
殿
中医協委員
全患者への明細書発行義務化の撤回を求める要請書

明細書発行義務化（医科診療所7月から歯科診療所11年4月から）問題で、県保険医協会は義務化の撤
回を求める要請書に取り組んでいる。署名の着分から「私のひとこと」欄に記載のあった声を紹介。

療養担当規則の改定により、本年４月１日より電子レセプト請求を行う医療機関に対して全
ての患者さんに「医療費の明細書」の発行が義務化された。医科診療所においては７月より適
用されるが、患者さんがみても分かりにくい明細書の発行をなぜ一律に義務付けるのか疑問で
ある。患者さんからの照会への対応や患者さんの待ち時間の増大など、日常診療に支障が生じ
ることを大いに危惧している。
医師、歯科医師が行った診療行為について説明をすることは当然の義務であり、これまでも
行ってきた。また、改定前から領収書の発行は義務化され、求めがあれば医療費の明細書を発
行するといった規則があった。更に保険者へのレセプト開示の仕組みも整備されている。従っ
て希望者に明細書を発行するといった規定を変更する必要は全くなく、むしろ弊害の方が重大
である。
１番目は病名告知の問題である。医師は患者さんの心理状態や家族の希望などをふまえて慎
重な判断のもとに告知を避けているケースがある。こうした努力にも関わらず患者さんが明細
書に記載された検査名や薬剤名から病名を知り、闘病意欲の喪失、絶望感といった精神的苦痛
を受ければ、その後の診療に多大な影響を与える。告知のできない患者さんへの明細書発行が
医療の根底である医師と患者の信頼関係を損なうことになりかねない。
２番目は膨大な文書量とそれに伴う個人情報の漏洩の問題である。１回の診療で医療機関と
調剤薬局で領収書と明細書で４枚もの紙を渡され、どれだけの患者さんが管理できるか。セン
シティブ情報である個人の医療情報が不必要に危険に晒される。
３番目はこの明細書では患者さんには分かりにくく、誤解を招くことにもなりかねない。診
療報酬点数表は様々な算定制限と複雑なルールに縛られ実際の診療行為と請求点数が必ずしも
１対１の関係となっていない。診療行為は一般的な商品とは違い、レシート発行は常識だと
いった議論は間違いである。
我々は、患者さんからの求めがある場合に明細書を発行することに反対するものではない。
しかし、上記の問題点を十分に審議せずに、省令改正したことは医療機関と患者さんの信頼
関係を損ね、医療現場を混乱させるだけであり容認できない。よって、下記の要望の実現を強
く求めるものである。
記
一、全患者への医療費明細書の発行義務化を撤回し、希望者のみの発行とすること

医科の開業医から声（14人）

同様です。領収証の発行で９割くらいは

ぜに明細書な

▽必要と思う患者様はごくごく一部であ

用が足りている。▽事務の窓口業務に支

のか理解でき

り、希望者のみへの発行で十分です。わ

障がおきています。義務化の撤回お願い

ない。トラブ

ずらわしく思っている患者様の方が多い

します。▽患者さんにどんなメリットが

ルを起こすと

印象です。▽要請文に100％同感、同意し

あるのか。混乱するばかりになる。▽明

思います。

ます。▽同じ薬を投薬しているのに明細

細書は不要という患者さんも多く、不要

▽歯科の場合

書は要らないという声も聞きますし。投

の手間がかかることにもつながります。

は診療行為と

薬なのに慢性疾患指導料を取られること

▽発行してもほとんど理解できないもの

請求点数が一

があると怒られます。▽既に領収書では

を義務化するのではなく、必要な人には

致することが

項目表示されており、明細書は希望者に

内容が分かりやすいものを発行すればい

無いことが多

発行で十分と思います。▽紙書類ばかり

いのではないか。▽求めに応じて明細書

いため、無用

増え煩雑である。申告のために領収書の

を発行することにはやぶさかではないが

なトラブルの

みでなく明細書も保存していかなければ

膨大な書類の発行を求めることが果たし

原因になりか

いけないと考える患者さんが多くいる。

て医療の適正、迅速、省エネに資するの

ねません。是

書類が増えることに不満だという方が多

か不明であり、疲れきった医療現場は更

非改正して下

い。▽内容を明示した領収書と明細書の

に疲労を濃くして意欲を喪失している。

さい。▽医療

発行、事務量が増えるばかりで必要性が

反省を求める。▽義務化は全く資源の無

を他のサービ

無いと思われます。▽電子化の理由の一

駄以外何者でもありません。

ス業と同じととらえてはいけない。医

いと思います。

つにペーパーレスという項目があったと

歯科の開業医からの声（6人）

療従事者と患者間のトラブルをいたず

医科の勤務医からの声（2人）

思うが、実際には紙の使用量が著しく増

▽患者さんはそれぞれ医療機関を信頼

らに助長するだけ。▽明細を領収にま

▽患者さんから望まれもしないものを

え、まるで逆の現象が起きている。明細

して通院されていると思います。医

とめて1枚が良いと思う。内容が細かす

押し付けて反感を買うだけです。▽レ

書の保存率の調査をする必要があると思

師・歯科医師イコール「悪」と考えるの

ぎて果たして一般の人に必要か疑問。

セプトオンライン化、特定健診なども含

う。▽ほとんどの患者さんは初診料又は

は止めて頂きたい。医師・歯科医師は

▽実際に私自身も他科にかかっていま

めて、十分な議論や同意の無いままに

再診料と処方せん料の組み合わせなので

十分に患者さんに説明しています。屋

すが、細かいことはわかりません。わ

一方的に通達を出すという厚労省のや

ほぼ定額。検査をしても処置をしても小

上屋を架すなど無駄の極みです。▽領

かる必要も無いので私の分として支

り方に全ての医療関係者が怒っていま

児科外来診療料に含まれる小児の場合も

収証にある明細で十分であるのに、な

払っている分については返還して欲し

す。厚労省自体を仕分けして欲しい。

年
月
日
医療機関名
氏名
私のひとこと

盛岡で開催のプログラム掲載の学会誌

第53回春

開業医が考えなくてはいけない２題

季学術大会

原山周一郎

が岩手県盛岡市で、５月14日・
15日開催されました。特別講演

り、医院経

からず及ぼされる。歯科助手は治療中

が２講演、認定医・専門医教

営、などい

の患者さんに気配りして、安心して治

育講演が１講演ありました。

わゆ るオ

療を受けられるよう務めなくてはなら

最終日の最後のプログラム

フィス・マ

ない。そして歯科衛生士は歯周基本治

が、認定医・専門医教育講演

ネージメン

療の中心を担い、その出来いかんに

で大変盛り上がっていまし

トと患者さ

よっては歯周治療の成功、不成功に直

た。この内容は、我々臨床医

んとのつな

でも開業医が一番考えなくて

がりを構築していかないと、生涯にわ

である。また、歯周治療を成功に導く

はいけない内容でした。これ

たり口腔管理をすることができない。

要素として、先生の知識と技術も必要

学会の旅では・・・

から内容をまとめてみたいと

メインテナンスと言う一生涯続くであ

であるが、歯周治療の特徴として、患

今回は、奥さん、娘、娘がアメリカ

思います。

ろうレールに乗せるには、信頼そし

者さんが毎日行う口腔清掃が歯周治療

でお世話になったホームステイ先の彼

て、患者さんの「心」にいかに踏み込

の成功の良否を左右してくる。つまり

の４人で行き、盛岡の「冷麺」「じゃ

んでいくかが成功の秘訣である。

歯周病への理解と自ら健康になりたい

じゃ麺」「わんこそば」小岩井農場の

私の大学の後輩で、東京で
開業している：有田博一先生

診療所での著者

接的に関わってくる重要な役割の一つ

が「メインテナンスから考えるオフィ

次に続いて講演してくださったの

と願う強い気持ちが無くては、歯周治

「おいしい牛乳」その他名物料理を沢

ス・マネージメント」を話しました。

は、同じく後輩で、東京で開業してい

療を成功に導くことはできない。実際

山食べて、メタボになって無事に長野

歯周治療のために多くの患者さんが来

る：若林健史先生が「患者カウンセリ

には、時間を取り、言葉でのみ説明す

へ帰ってきました。また盛岡へ行った

院するが、はたしてその中の何人が再

ングとスタッフ教育」を話しました。

るのではなく、図や写真を見せてわか

ときには、三陸海岸の海の幸と地元の

び健康な口腔を取り戻すことができる

歯周治療を行うためには、初診から治

りやすく、他の患者さんのことが気に

岩手牛を堪能したいです。

のか。治療を中断してしまう人。一度

療中さらには、治療終了後のメインテ

ならない別の場所がよい。また、ス

症例集めてチャレンジを

治療が済んでしまうとメインテナンス

ナンスにいたるまで、スタッフ全員の

タッフは、化粧にも注意し誰にも好感

また、日本歯周病学会では、認定医

に来ない人。治療中にメインテナンス

連携によるチームアプローチが重要に

が得られること。そして、マスクをか

や専門医の育成をしています。学会に

の重要性を時間を取り説明したつもり

なり、医院全体のレベルアップが必要

けていることも多く、目のみが相手を

入会して症例を集め、チャレンジをし

が患者さんに伝わらず落ち込んでしま

になる。一度作られたイメージはその

見て意識させるので、優しい目で言葉

てみてください。

うこともある。患者管理、システム造

後ずっと保持され治療への影響も少な

をかけることが大切になってくる。

（長野市・原山歯科医院）

（６）

長
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保険請求などQ&A

野

保

険

医

新

聞

（第三種郵便物認可）

No.３５１

が義務化（医科診療所）

休保の口数減への対応

県の保険医協会員を対象とした開業医

されるので、６月診療分

Ｑ 保団連休業保障共済制度に８口加

休業保障共済で不足分を補填できる。

までは紙レセプトで請求

入しているが、60歳を

利用にあたっては共済

「麻酔日」の記載

して７月診療分から電子請求を行なう

越えると５口になり３

協同組合員（出資金1口5

Ｑ1：医科のレセプト記載要領の改定

予定の場合、明細書発行体制等加算は

口減口される。まだ８

千円の1口以上)になるこ

で、麻酔に関して「麻酔日」を記載す

口分は必要だが、補う方法はないか？

とが必要。代理店の長野県保険医協同

ることが追加されたが、トリガーポイ

７月１日から算定できるか。
Ａ2：明細書発行体制等加算の届出に

Ａ 長野県ほか７県で立ち上げらた７

組合026-223-0345へ申し込みを。

ント注射や神経ブロックを行った場合

当たっては、レセプト電子請求を行

も記載しなくてはならないのか。
Ａ1：トリガーポイント注射を含む神

なっていることが要件となっており、

日までに厚生局長野事務所へ届出を行

「６月診療分（７月10日までに請求す

なえば、８月１日から同加算が算定で

経ブロック料も「麻酔」の部にあたる

る分）が紙レセプト請求の医療機関

きる。

為、麻酔日を記載する必要がある。

は、７月は電子請求を行なっていない

歯管算定患者の再度の初診

紙レセから電子請求へ
明細書発行体制加算は

と判断される（厚生局長野事務所）」

Ｑ３：歯科の明細書記載要領で歯科

ため、同加算は届出できない。７月診

疾患管理料の「摘要」欄の記載に変更

Ｑ2：本年７月よりレセプト電子請求

療分から電子請求する場合は、８月１

点があったと聞いたが？

活 動 日 誌

長、池上、亀岩、北原、後藤、多田、

形にしていく必要がある、委員会や部

てもやむを得ない）なお無料は横暴で

中沢、中島（勉）、花岡各理事

会が理事会を支える形での組織図も作

あり外国での明細書発行の費用を含め

■総会方針の具体化

成したらどうか等の意見が出た。④保

た調査要望が出た。②診療報酬改定ア

1、第31回定期総会のまとめ…記念講演

団連門部員等の推薦依頼…役員の任務

ンケート…医科では明細書発行義務

は55名の参加があったが、総会議事は

分担が決定するまで当面、文化部以外

化、地域医療貢献加算、入院患者の他

一般会員は2名含む22名で例年同様に少

は従来の部員、事務局小委員が任務を

医療機関受診の大きく3点と診療報酬全

なかった点で次回に向けて参加者の増

継続する。⑤会員への情報発信につい

体に対する意見の構成で、歯科は歯科

加について努力していく点を確認。決

て…会員が活動に興味を持つために情

部会で協議の上、それぞれ実施する。

議は国会議員、マスコミ等に送付済の

勢資料等のメール配信について協議、

■共済関係の動向など

報告あり。2、総会方針の具体化…本年

どの程度の情報を発信するか理事会や

①共済の特例措置の法案の動向は次回

度の活動方針と担当部・委員会の一

広報委員会等で議論する必要がある、

で報告、協議。②保団連休保の「補填

覧、協会保団連等会議日程と選挙や県

箇条書き程度のもので良い等の意見が

商品」-損保の所得補償-の実施に関

議会等の開催目安の年間スケジュール

出、雛形を次回提案し検討していく。

し、補填商品に「反対」で「採用希望

案を提示、歯科部会の第２火曜日定例

■医療情勢と当面の課題

なし」とした上で「各協会で割安な所

を報告。3、理事会運営…①常任理事会

1、医療情勢…①ＣＴ診断の海外委託問

得補償の制度があり、医師会・歯科医

開催日…アンケートを元に協議、当面

題について厚生労働省は歯科の技工物

師会でもそうした商品がある。それよ

下記で場所記載なしは長野市で開催.保団
連とあり場所記載なしは東京開催.［ ］内は
担当者名で、一部に略あり.
4/22＊「歯科保険診療研究2010年4月版」を歯
科開業医会員に発送 *新点数Ｑ＆Ａ（医科）
説明会を長野で［講師：中島理事、井出・増
田事務局員、50人参加］
4/23＊「新点数運用レセプト記載Ｑ＆Ａ」を
説明会での直渡し分を除き医科開業医会員に
発送 *開業医休業保障共済の案内を折込みで
発送 *グループ生命保険生保会議［原事務局
員］
4/25＊保団連税経部会［三田副会長］
4/26＊第１回理事会（理事会便り参照）
4/27＊新点数Ｑ＆Ａ（医科）説明会を飯田で
［講師：井出・増田事務局員、参加70人］
4/28＊同上Ｑ＆Ａ説明会を上田で［講師：井
出・増田事務局員、参加48人］*共済特集紙
を未入会保険医に宣伝発送
4/30＊県社会保障推進協議会事務局会議（以
下で県社保協）［新津事務局員］*県福祉医
療制度の改善を進める会［同上］
5/7＊下条議員秘書と国会内集会の調整［新
津事務局員］
5/8＊保団連病院有床診療所対策部会小委員
会［井出事務局員］
5/9＊保団連病院有床診部会［井出事務局
員］*長野県商工連合共済会依頼の歯科の健
康講和を山之内町で［1役員と原事務局員］
5/11＊歯科部会を長野松本佐久飯田の電話会
議で改定評価及びアンケート実施について時
期項目を検討[8役員1部員]
5/13＊北信越ブロック事務局長・社保担当者
会議が直江津で［宮沢事務局長,増田事務局
員］*互助共済を考える長野懇話会の金融庁
交渉行動［新津事務局員］
5/13-17＊「全患者への明細書発行義務化の撤
回を求める要請書」と署名依頼を会員に *診
療報酬改定アンケートを医科会員に発送 *開
業医休業保障共済の案内チラシを折込発送
5/14＊県社保の協常任幹事会［宮沢事務局
長］と国保部会［新津事務局長］
5/16＊保団連地域医療部会［市川副会長ほ
か］*共済休保推進委員会が東京で［宮沢事
務局長、新津・原事務局員］
5/17-19＊保険診療の手引き編集作業が愛知協
会で［増田事務局員］

は第３月曜日とし、運営上の問題が生

と同様に最終責任を医師に押し付けよ

りも見劣りする商品を実施する必要は

長野県保険医協会の会員数 5月 1日

じた場合には改めて協議する。②常任

うとするものであり、日本の医療の質

ない」との意見を保団連にあげる。

現在1,340人（医科732人、歯科608人）

理事の互選…前年度の常任理事に加え

が低下しないよう運動を盛り上げてい

■開業医共済休業保障制度の募集

■その他 ▽第54回北信越ブロック会

て野口・中沢理事を常任理とし、新任

くべき。そのためにも勉強会などを含

①内部印刷のパンフレットを会員に案

議（6/13）要綱案は資料提示。▽顧問税

の理事は2～3回出席後に本人の意向確

め、地元議員に実情を知らせることが

内済の報告があり、役員自身の加入の

理士による会計監査前の下調べは引き

認の上とした。③任務分担について…

大切である。②標準病名の使用につい

検討と周りの会員への勧誘を訴えが

続き依頼していく。▽貸事務所物件で

分担区分がわかりずらいとの指摘が出

ての事務連絡が出たが、原則とはいえ

あった。②勤務医も加入可だがパンフ

は駅周辺の立地条件にこだわらずに情

て次回常任理事会に表の形で役割・部

審査の流れはこうした方向に強められ

レットではわかりにくいと指摘あり。

報収集、資料をそろえた上で根本的な

会・委員会を整理した形で提出、そこ

ようとしているため問題視していく。

③更新時の年齢によって掛金が変わ

議論をとの提案があり今後の検討課題

で決めていく。なお、委員会構成再考

2、医療運動課題 ①明細書発行義務化

る、脱退すると再加入できない、他の

に。▽国保改善運動全県交流（5/23）及

の意見、部・委員会を担当の会長、副

への対応…会員署名案については括弧

協会へ所属が移動した場合の取り扱い

び命と暮らしを守る県要請行動（5/26）

会長、部・委員長、部・委員で構成の

内の点等わかりやすくした上で実施す

等で質疑があった。

の参加呼びかけがあった。

Ａ３：これまで歯科疾患管理料を算
県保険医協会の税務・経

り、実施しています。時間と受付電

定した患者の一連の治療終了後に「再

営電話相談は、顧問税理士

話は、次の通りです。

度、歯科疾患管理料を算定する場合

の土屋信行氏（写真）によ

◆平日の受付時間

は、「摘要」欄に当該患者の前回治療

10：00～12：00

終了年月日を記載する」とあったが、

13：00～16：00

下線の「歯科疾患管理料」部分が「初

◆受付電話０２６９-３３-３２６５

診料」となり、初診月の段階で歯管算

（しらかば会計事務所）

定患者の再度の初診料の算定要件の

土屋税理士が不在の場合には、会

「治療終了日から起算して２月超えて

員である旨と連絡先を伝言下さい。

いるか」が審査側からわかるように改

税理士の方から連絡をとらせていた

められたといえる。初回の歯管の算定

だきます。

期間延長に伴うもの。

午後7時45分～11時 長野・松

る。（全患者への発行義務化は

本・佐久・飯田の４会場を結ぶ

希望者も少なく無駄が多いため

電話会議で開催。出席役員：鈴

撤回を求める/希望する患者につ

木会長、市川・三田・山崎副会

いては義務化は時代の流れとし

