
らいの方が生活保護受給せざ

るをえないかといったことの

調査要求があり､保団連に資

料要求する｡資料が揃えば､次回の保団連

理事会に長野協会から意見を上げる｡ 

2.「モンサントの不自然な食べもの」等

自主上映 当初２会場の予定であったが､

配給のアップリンク社の費用体系(1会場2

回)から､まずは長野の同一会場で9日､10

日に各1回の上映を決定｡当日の運営での

役員挨拶の担当等を確認。 

3.医療事故調査制度 (1)保団連代議員会

で出された各協会の発言通告など問題

点を絞った資料をもとに改めて協議す

る｡(2)▽医療事故の原因究明と再発防止

と責任追及は分離すべき▽患者､遺族が

納得のいく説明は必要▽ＷＨＯドラフト

ガイドラインでは医療安全のための事故

情報の収集と説明責任を目的とした報

告制度は両立しないことが指摘されて

おり患者への説明責任は不要▽開業医

で院内調査委員会の設置はできない…

など意見が出された｡ 

4､個別指導不開示への対応 素案は木嶋

顧問弁護士より了承が得られた点の報

告があり、関東信越各県と同様に至急

不服審査請求を行うことを決定｡ 

5､保団連投薬アンケート 保団連から診療

特定疾患療養管理料の算定   

Ｑ1:特定疾患療養管理料について、｢境

界型糖尿病｣や｢耐糖能異常｣を主病とす

る患者に対して算定できるか。 

Ａ1:算定できない。2013年8月6日付の

厚労省事務連絡「疑義解釈資料の送付

について（その15）」で、「境界型糖

尿病」、「耐糖能異常」を主病とする

患者に対して、治療計画に基づき療養

上必要な管理を行った場合であって

も、特定疾患療養管理料が算定できな

いことが明記された。 

歯科診療特別対応加算での 

  「重度の認知症」患者の扱い 

Ｑ2:歯科診療特別対応加算は、認知症

の患者について算定できるのか。 

Ａ2:基本診療料の「歯科診療特別対応

加算」は、2012年4月改定で従来の「障

害者加算」が名

称変更されたも

のだが、加算の

対象者についても、「著しく歯科診療

が困難な状態」の例示が、ひとつ増や

され、「重度の認知症」の患者が対象

になっている。 

 改定前の中医協2011/11/30の「歯科診

療報酬について」の「障害者に対する

歯科医療」部分では、同月当初の「精

神医療について」の際に出ていた「認

知症高齢者の日常生活自立度」の表も

再掲されている。そして「今後の方向

性について」（右図）で対象者につい

て「病状の重い『認知症』の状態を明

示」する方向を示していた。改定に伴

い出された通知の対象者は下枠の通り

で、下線部分が「重度の認知症」につ

いての例示にあたる。この部分を「重

度の認知症」とする表現は日歯の新点

数関係の説明資料にある。その日ごと

の状態で該当す

る患者があれ

長野県保険医協会の会員数 8月1日
現在1,338人（医科737人、歯科600人） 

  19:40～22:10、長野松本佐久飯

田の４会場を結ぶ電話会議で開催 

出席役員:鈴木会長,市川副会長,

多田,林,布山,三田常任理事,議長:後藤

常任理事 

■会務報告等 組織状況…入会3名､退

会4名で1名減｡年度当初で減少が続くた

め､8月から9月の共済制度普及で会員拡

大に取り組む｡ 会計…①5月度会計報告

について承認｡ ②2012年度決算…7/18に

残高確認､実調など会計監査を行い､適正

であるとの会計監査報告を受け、2012年

度決算報告を承認｡グループ生命保険…

年度更新前の募集期の新規契約合計額

は2億3,500万円で生保各社での目標6億

円を下回った｡富国生命が低調で原因を

追究する｡なお､協同組合のやまびこ共済

は3億2500万円で前年度より契約額は伸

びたが目標には至らなかった｡複合機の

買換え…予算に計上の複合機の見積３

社を検討、最安の複写機の購入を決定｡ 

■保団連代議員会及び北信越ブロッ

ク会議報告 ①保団連代議員会の長野

協会の発言及び執行部答弁について文

書報告 ②長野協会からブロックに提

案した▽保団連理事定数を3名とする▽

ブロック会議の開催は原則年2回とする

の2主張は受け入れられなかった旨の報

告｡なお、次期保団連理事については会

長会議の開催で合意したのではないか

との意見があり､事務局でブロック決定

の確認を含めて準備する｡ 

■医療運動での決定確認事項 

1.医療情勢と参議院議員選挙結果を踏ま

えた秋からの医療運動 (1)参議院選挙結

果､長野県区の当選議員の公約､臨時国会

で予定される提出法案､社会保障制度改

革国民会議の進捗状況､医療法改定法案､

TPP交渉､憲法改正､原発再稼働、診療報

酬改定などについて情勢報告 (2)政治日

程と年末までの医療運動対策のスケ

ジュールを確認｡ (3)保団連として待合室

から皆保険を守る取り組みを重視して

おり､リーフレットの準備や署名の案など

が報告された｡ (4)署名案については､▽

70-74歳の患者窓口負担一割継続と診療

報酬引き上げを求める要請は会員署名

であっても要請項目を一緒にすべきで

はない▽2割の引き上げによる具体的影

響を示したほうが説得力がある、と意

見が出された｡当該年齢群の生活保護の

捕捉率､生保受給割合､年金平均月額など

を調査した上で､2割負担になるとどれく

   

  No.３９０                                                                            長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）         2013年（平成25年）8月25日 （３）    

 長野県保険医協会の関係会議等動向を掲載。

下記で場所記載なしは長野市で開催又は実

施。4地区電話会議は長野佐久松本飯田を結ん

でのもの。[ ］内は担当役員及び事務局名で

一部に略あり。保団連会議では保団連役職名

で記載した。 

7/29*保団連共済担当事務局会議[原事務局員]*

地域医療委員会4地区電話会議で開催[鈴木会

長,市川副会長,奥山,林,後藤,布山,野口,三田

各常任理事] 

7/30*県民シンポジウム実行委員会が松本で[宮

沢事務局長] 

7/31*常任理事会(理事会便り参照) 

8/1*開業医共済休業保障、保団連休業保障制度

募集開始 *行政文書非開示不服審査請求 

8/2*県社会保障推進協議会(以下で社保協)事務

局会議[宮沢事務局長] 

8/3*保団連歯科理事会議が東京で[市川理事,宮

沢事務局員] 

8/4*保団連理事会が東京で[同上の2名,林理事] 

8/5*医科開業医投薬アンケート発送 

8/8*北信越ブロック事務局長電話会議[宮沢事

務局長] *国民会議報告書について会長談話発

表 

8/9*社保協運営委員会[宮沢事務局長] *審査、

指導、監査対策編集作業打合わせ電話会議[増

田事務局員] *～10「モンサントの不自然な食

べもの」上映会(両日各1回） 

8/19*常任理事会(次号理事会便り参照) 

8/20*公費負担医療等の手引無料注文分を発送 

8/21*年金生保会議[原,青木各事務局員] 

8/22*歯科指導対策テキストを歯科開業医会員

に発送開始 

8/24*社保協代表者会議[宮沢事務局長,増田,青

木各事務局員] 

 県保険医協会の「税

務・経営電話相談」は、

顧問税理士の土屋信行氏

により、次の通り実施し

ています。 

◆平日の受付時間 
 10：00～12：00    

 13：00～16：00 

◆受付電話 0269-33-

3265（しらかば会計事務所）なお、土屋税理士(写真)が

不在の場合には、会員である旨と連絡先を伝言して下さ

い。改めて税理士の方から連絡をとらせていただきま

  
 

活 動 日 誌 

 保険請求Q&Aや動向等 

ば、主治医の判断で算定できると考え

られる。

参考とし

て当時の

中医協資

料 の「認

知症高齢

者の日常

生活自立

度」を添付

した。 

報酬改善に向けた投薬アンケートの依

頼…医科開業医会員に協力を呼びかけ

る｡なお､7種類以上の薬剤料等の逓減の

仕組みは解説文書を添付する｡ 

6､地域医療委員会から報告･提案 (1)医

科･歯科連携で､｢歯と全身疾患｣をテーマ

に講演会を秋以降に企画する｡(2)国保改

善パンフを国保アンケート結果に添えて

会員に配布する｡(3)高齢者肺炎球菌ワク

チンに関する要望は11月の後期高齢者医

療広域連合議会を軸に要望書をまとめ

る｡(4)その他事項は次回以降に提案｡ 

■その他 1.お口の機能を育てましょう

(石川協会出版)の扱い…医科歯科別扱い

だった歯科部会提案を修正し、①会員

に1部無料配布し、②有料分は一律1冊60

円＋送料、とする。2.9月度理事会の日

程（その後変更が出ているので略） 

マイコプラズマ抗原定

性検査が保険適用に 

 D012感染症免疫学的検査に「マイコ

プラズマ抗原定性」が追加された。保

険点数は150点

で、保険適用は

2013年8月1日か

ら。マイコプラ

ズマ感染の診断

を目的として

行った場合に算定できる。 

 既存のマイコプラズマ関連の検査で

ある「マイコプラズマ抗体定性(32

検 査 概 要（中医協資料より）
測定項目 マイコプラズマ抗原定性
測定方法 免疫クロマト法
測定内容 咽頭拭い液中のマイコプラズマニューモニア抗原の検出
主な対象 マイコプラズマニューモア感染症患者

有用性
PCR法（核酸検出法）、培養法と比して特異度が高く、か
つ検査に要する時間は15分程度と迅速に診断すること
ができ、臨床的に有用である。

点)」、「マイコプラズマ抗体半定量(32

点)」又は「マイコプラズマ抗原（170

点）」と併せて実施した場合は主たる

もののみ算定する。 

 

今後の方向性について
「障害者加算」の対象者は、著しく歯科診
療が困難な状態を例示し、「これらに準ず
る状態」として、個別の症例ごとに判断が
行われているところ。

↓
今後の方向性
「障害者加算」の要件である、著しく歯科
診療が困難な状態という基本的な考え方
は堅持しつつ、まずは「これらに準ずる状
態」で判断されている、症状の重い「認知
症」の状態を明示してはどうか。
H23/11/30中医協総会資料より抜粋し作成

歯科診療特別対応加算の対象者（現行の通知から）
下線部分2012年4月改定で追加

「著しく歯科診療が困難な者」とは、脳性麻痺等で身
体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られ
ない状態、知的発達障害により開口保持ができない
状態や治療の目的が理解できず治療に協力が得ら
れない状態、重症の喘息患者で頻繁に治療の中断
が必要な状態、日常生活に支障を来すような症状・
行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診療
に際して家族等の援助を必要とする状態又はこれら
に準ずる状態にある者をいう。なお、歯科診療特別
対応加算を算定した日においては、患者の状態を
診療録に記載し、専門的技法を用いた場合はその
名称を併せて診療録に記載する。
（以上、初診の通知より。再診の通知は「なお」以下がな
く「患者の状態を診療録に記載する」で終わる。

 


