
員を社保審査対策部の事務局小

委員として推薦する｡ 

■医療運動の関係 

 規制改革会議の選択療養の提

案､TPP交渉の情勢など報告あり｡ 

1.4.24ヒューマンチェーン行動/国会行

動…前中の国会行動では県選出国会議

員に対してTPP､混合診療問題､在宅診療

報酬問題などで独自要請を行う､その文

案について協議｡ 

2.福祉医療窓口無料について…8月知事

選に向けた活動(知事交渉､意見広告､政

策ちらし等)①5月に県知事又は担当部署

に署名提出及び要請を予定 ②信毎意見

広告の実施の提起については､会員に募

金を呼びかける。また参団体として3000

円×20口まで出来る限り協力する｡③ 社

保協で作成中の政策チラシについて会

員配布を確認｡内容についてはゲラの段

階でファックス､メールなどで役員に配

信し意見を伺う｡ 

3.在宅､雪害アンケート…まとめについ

て概要を報告､後日報道機関に公表する｡ 

■北信越ブロック会議の運営…現在の

準備状況､について報告があった。 

■その他…1.新医協信濃路学術大会の

案内…新聞への案内折込に協力｡ 2.Web

会議の音の歪について…対策をとる。 

対応する項目及び担当部署について確

認。特に学術研究､講習会などの活動を

重点的に行う｡ ②若い会員が協会の活動

に興味をもつよう｢若い人プロジェクト｣

(仮称)委員会を立ち上げる。 

3.理事会運営について…①定例日は第3

月曜日とする(7月､9月は要調整)。②理

事､常任理事制をとるかどうかを協議､区

分の必要はないが過去の経過から常任

理事会を設けておくほうが良いとの意

見も出て従来通り常任理事会を設ける｡

常任理事互選は再任を基本とし､欠席役

員には事務局で意向を確認する｡③重点

討論を明示、その他については一括提

案･承認とする。報告的な事項は文書報

告とするなど運営上の工夫を行う｡事務

局で資料の選別､報告の簡略化を図りつ

つ討論の時間は十分確保する｡ 

4.任務分担及び保団連専門部員…①役員

の希望をとりつつ各委員会を開催する

中で委員長を互選する｡ ②保団連専門部

員､委員については全役員継続の方向と

する｡ ③事務局は井出事務局員が病院有

床診の事務局小委員を辞任､増田事務局

 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

せていただきます。 

 

長野県保険医協会の会員数 5月1日
現在1,342人（医科741人、歯科601人） 
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まびこ共済」名称を使っている。グ

ループ生命保険の方が成立が古く若干

規模も大きなことか

ら保険料が若干安く

なっている。協会会

員でかつ協同組合会員だと２つを利用

できるので、最大本人８千万円(66歳以

上最大２千万円)の保険加入ができる。 

共済関係のＱ＆Ａ 

Ｑ グループ生命保険とやまびこ共済

は、何が違うか。 

Ａ いずれも掛け捨

ての生命の生命保険

です。１団体を単位としたもので長野

県保険医協会では「グループ保険」名

称で、長野県保険医協同組合では「や

活 動 日 誌 た、十分な量の水（コップ１杯程度）

で服用、食道や胃に薬が停滞し、消化

管障害を起こさないように本人や認知

症のある方には家族の方にも十分説明

しましょう。抗菌剤の選択基準は、ペ

ニシリン系（サワシリンなど）、セ

フェム系（フロモックスなど）、胃腸

障害のある場合は、マクロライド系

（クラリスなど）です。一般的には、

成人量投与で良いですが、肝、腎障害

がある場合は、常用量より少なめの量

から開始し少しずつ増量をするのも良

い方法です。 

 高齢者の背景として、慢性の多臓器

疾患のため多種類の薬を他科より処方

されている場合が多く、病歴や服薬内

容について担当医に確認することが大

切です。また、お薬手帳も参考になり

ます。 

 基本的には、薬に対する代謝の低下

を考慮して、成人より少なめの投与か

ら開始することが推奨されています。

また、腎機能も低下している場合もあ

り薬が効きすぎて副作用も起きやすい

ので注意も必要です。腎排泄型薬剤

長野市 原山歯科医院  原山周一郎 

は、投与量と

投与間隔を調

整することも

必要です。  

 鎮痛剤は、

半減期が短く

腎からの排泄が少ないプロドラックの

ロキソニン（酸性系ＮＳＡＩＤｓ）が推奨

されます。 

 抗菌剤は、腸内細菌叢を変化させ、

下痢が起こりやすいので、プロドラッ

クを処方するのが好ましいです。ま

 

 レシピ１ ロキソニン（60mg）   １回１錠 　 疼痛時服用　 与３回
レシピ２ カロナール（300ｍｇ）  １回１錠　 疼痛時服用 　与３回
 レシピ３ ツムラ立効散エキス顆粒　 １回2.5g　 食前または食間服用　 与３回

 レシピ１ フロモックス（100ｍｇ）   １日３錠   分３   毎食後   与３日
 レシピ２ サワシリン（250ｍｇ）  １日３カプセル　 分３ 　毎食後 　与３日
 レシピ３ クラリス（200ｍｇ）  １日２錠　 分２　 朝夕食後　 与３日

鎮痛剤の処方例

抗菌剤の処方例

 長野県保険医協会関係の会議等動向を下記に

掲載。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。[ ］内は担当役員及び事務局名で一部に

略あり。保団連会議は保団連役職名で記載。 

4/19 続き1件 *保団連歯科理事会が東京で[市川

理事,原事務局員]  

4/20*保団連理事会が東京で[同上] *保団連医科

新点数Ｑ＆Ａ検討会に松本から電話参加[丸山

理事,増田,井出事務局員] 

4/21*理事会(理事会便り参照) *医科書籍「新点

数運用Ｑ＆Ａ」を医科開業医会員に発送 

4/23*新点数Ｑ＆Ａ検討会が長野で[講師:増田

事務局員,参加者62名] 

4/24*保団連国会行動並びに輝け！いのち

ヒューマンチェーンが東京で[鈴木会長,市川副

会長,林常任理事,三田,青木各事務局員] *新点

数Ｑ＆Ａ検討会が松本で[講師:丸山理事,参加

者101名] 

4/25*新点数Ｑ＆Ａ検討会が上田で[講師:増田

事務局員,参加者84名] 

4/28*新点数Ｑ＆Ａ検討会が飯田で[講師:増田

事務局員,参加者71名] *書籍「歯科保険診療の

研究2014年4月」を歯科開業医会員に送付 

5/1*グループ保険・やまびこ共済普及開始(～

6/25まで） 

5/2*県社会保障推進協議会(以下で県社保協)事

務局会議並びに福祉医療給付制度の改善をす

すめる会事務局会議[宮沢事務局長] *厚生局に

情報開示請求 

5/8*北信越ブロック事務局長Web会議[宮沢事

務局長] 

5/9*県社保協運営委員会[宮沢事務局長] *書籍

「保険診療の手引」打ち合わせ電話会議[増田

事務局員] 

5/11*保団連第1回歯科社保・審査対策部会が東

京で[池上部員] 

5/15*北信越ブロック医科社保事務局電話会議

[宮沢事務局長,増田事務局員] *ガソリン等共

同購入のコスモカード更新手配 

5/16*開業医共済協同組合主催第一回マナー講

習会[三田,青木各事務局員,中村開業医共済協

同組合事務局員,滝澤保険医協同組合事務局] 

5/17*福祉医療改善をすすめる会総会[宮沢事務

局長,増田事務局員] *保団連歯科理事会議が東

京で[市川理事] 

5/18*保団連理事会が東京で[市川理事,増田事

務局員] 

5/19*常任理事会(次号の理事会便り参照) *「長

野県でも子ども障がい者の医療費窓口無料

に」の信濃毎日新聞意見広告賛同募金予よび

かけ 

5/20*福祉医療給付制度の改善をすすめる会で

県知事懇談[鈴木会長,宮沢事務局長,三田事務

局員] *朝日新聞(個別指導関係記事に関連)へ

の抗議文送付 *～22「保険診療の手引」編集作

業が名古屋で[増田事務局員] 

5/22*保団連国会行動が東京で[鈴木会長,市川

副会長,林常任理事] 

 19:30～21:30,長野松本佐久飯

田の4会場を結ぶWEB会議で開

催 出席役員:鈴木会長,市川,

矢崎各副会長,奥山,後藤,河原

田,野口,林,布山,三田各常任理事, 議

長:宮沢副会長 

■会務報告等 1,昨年度会員数増減は

マイナス1名｡4月～6月共済普及の期間を

組織拡大に位置づけ､訪問活動を行う。

2,12月-2月度の会計報告を了承。3,会費

免除会員の取り扱いについて張顧問に

ついて会費免除会員とすることを承

認。4､4月より保険医協同組合､開業医共

済協同組合にそれぞれ入局の滝澤､中村

各事務局員が紹介があった｡ 

■総会方針の具体化 

1.第35回定期総会のまとめ…①斎藤氏の

講演は概ね好評であった｡参加者アン

ケートでは消費税などもう少し後半部

分の話を聞きたかった等の声が寄せら

れた。また今後取り上げて欲しいテー

マの要望は学習講演の参考にしていく｡

②議事で議長が苦労されたため事前の

打ち合わせを強める必要がある｡協会規

約の見直しなど参加会員から出された

意見については迅速に対応する｡また参

加会員を増やすことが課題とされた｡ 

2.総会方針の具体化…①議案書とそれに

 

 長野県保険医協会では、会員向け

メールニュースの配信等を行っていま

す。入会申込書にご記入のアドレスに

が変更になっている場合、また新たに

メールニュース等の配信を希望される

場合は、 各種検索サイトで長野県保険

協会を検索、トップページにお入りい

ただき、メニュー から 会員ページ → 

メールニュース で、ご登録下さい。 


