
講師の篠原孝衆議院議員 

指導とは別枠で実施することとなって

いるが、長野県では前年度中（今回は

平成26年度中）に新規指定された医療

機関が選定されることが多い。 

 医科では、平成26年3月～平成27年1月

に新規指定された医療機関が、歯科で

は、平成26年2月～平成27年2月に新規指

定された医療機関が選定されている。

なお、歯科の選定件数には、既存の医

療機関で新たに歯科併設となった医療

機関等も含まれている。 

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

指導通知が来たら協会へ相談を 

 長野県保険医協会では、指導等に関
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する会員からの相談に随時対応してい

ます。例年行っている開示資料等か

ら、最近の指摘事項等の情報提供も

行っております。 

 また、個別指導時には録音や弁護士

帯同も認められていますので、迷われ

ている方は、ぜひご相談ください。 

 その他、指導時の心構えや当日の持

参物など、ご不明点やご不安なことが

あれば協会までお問合せください。特

に、個別指導や新規個別指導の実施通

知が来た場合は、早めに相談されるこ

とをお勧めします。 

 

 関東信越厚生局のホームページで公

開の保険医療機関指定状況から長野事

務所関係の医科と歯科の新規指定分を

紹介している。3/1～4/30間では、4/1付

が医科4件、歯科2件、5/1付が医科2件、

歯科3件あった。（氏名敬称略） 

【２面の続き】 

 

 

医科29件、歯科26件 

 新規個別指導は、新規指定より概ね

６ヶ月を超える医療機関について個別

自衛権では分かれている。ＴＰＰについ

ては最初から、2010年の秋からＴＰＰで何

も知らせてない。菅総理(当時)も何も

わからなくて言い始めたが、太平

洋版ＦＴＡとか言いつつ、全部賛

成。今もその主張は変わらない。

おかしいと思う。どうしてそうな

るのか。ＴＰＰはどこの論説の扱い

となるかというと経済担当の分

野。その人たちは相変わらず行け

行けドンドン。そういう考えだか

らそうなっているのではないか。

一歩下がって見たらそうでない。こん

なに(全国紙各紙の)意見が一致するの

は不思議。戦前、全紙が満州進出を支

持したのと同じになっている。韓国は

８紙ある。３紙は絶対反対、５紙は賛

成。日本は５大紙は全部賛成。地方紙

はほとんど反対。地方にはメリットがな

いという認識だ。 

知的財産権で皆保険は 

参加者Ｃ 農業に特許はないとの話

だったがＴＰＰに入ると、知的財産権、

遺伝子組み換え種子などは特許がつい

て、農業も危機的な状況にあると思

う。アメリカは「国民皆保険に手出し

はしない」と言っているが、新薬とか

新規の医療技術は、高額医療の診療に

されて、新しい医療技術、薬が新規の

保険に入らない、ストップしてしまう

のではないかとの危惧があり、結果、

今の国民皆保険制度を守ったとは言い

ながら、それが10年、15年すると、形骸

化して先端医療を受けられない事態が

危惧される。その辺はいかがか。 

篠原議員 ５年、10年でなく２，３年

でそうなっていくと思う。がん保険で

なく、肺がん保険、肝臓がん保険とか

に入ってなければ高額治療費を払えな

い。それを宣伝して、保険に入れと。

アメリカの保険会社はアメリカでいくら

やっても(アメリカ人は)保険に入らな

い。保険で将来に備えるのだが、今の

今さえ良けりゃというイージーゴーイン

グの国民。だから日本で儲けたい。保

険対象にならない高額医療の治療、患

者申出療養制度か、要するに混合診

療。当然、国民皆保険で【以下４面へ】

診療科名※1 郵便番号 電　話 開設者 ・ 管理者※2 従事※3 病床 指定日※4

長野県厚生農業協同組合連
合会　北アルプス医療センター
あるぷすメンタルクリニック

精　心内 390-0874
松本市大手４－７－１３
リビングアップビル２階

0263-39-6868
(開)長野県厚生農業協同組
合連合会代表理事理事長
内堀茂　　(管) 古田　康

常勤1
非常勤(3)

無 2015/4/1

たなべ泌尿器科クリニック ひ 他　腎臓内科 399-0702 塩尻市広丘野村２１５２番 0263-88-8181 個人・田辺 智明 常勤1 無 2015/4/1

かいぬま耳鼻咽喉科医院 耳い アレ 389-0802 千曲市内川６１１－１ 026-275-3341 個人・海沼 和幸 常勤1 無 2015/4/1

堀田内科クリニック 内 他 循環器内科 399-4511 上伊那郡南箕輪村５５８７－２ 0265-72-3980 個人・堀田 正二 常勤1 無 2015/4/1

ゆずのき歯科クリニック 歯 小歯 歯外 380-0921 長野市栗田３２６－１ 026-219-6468 個人・相原 俊武 常勤1 無 2015/4/1

にこにこデンタルクリニック 歯 小歯 398-0004 大町市常盤３５８７番地１ 0261-23-5612 個人・徳山 岳志 常勤1 無 2015/4/1

うえまつ整形外科・リハビリテー
ション科クリニック

整外 リハ 380-0802 長野市上松３丁目２３－２２ 026-217-1154 個人・松﨑 圭 常勤1 無 2015/5/1

こしはら内科クリニック 内 神内 399-0701 塩尻市広丘吉田５５１－５ 0263-86-5480 個人・腰原 啓史 常勤1 無 2015/5/1

えんどう歯科クリニック 歯 小歯 388-8002 長野市篠ノ井東福寺上庭北１３１０－５ 026-293-9931 個人・遠藤 大輔 常勤1 無 2015/5/1

しずくだ歯科クリニック 歯 385-0021 佐久市長土呂９００－２０ 0267-78-5404 個人・雫田 義和 常勤1 無 2015/5/1

たちばな歯科医院 歯 小歯 399-4601 上伊那郡箕輪町中箕輪１２５３２－１ 0265-79-5312 個人・下島 康司 常勤1 無 2015/5/1

名　　　　称 所　　在　　地

※1診療科名は略記載. ※2開設者が個人の場合は開設・管理者は同一. ※3従事の形態で病院・診療所は医師数,歯科併設は区分明記,歯科診療所は歯科医師数. ※4指定期間は指定日より 6年.

 定期総会関係紙面のため掲載が延び

ていた篠原衆議院議員を講師に開催のＴ

ＰＰ関係学習会(3/8)の主な質疑応答部分

を紹介する。現在の愁眉の問題にも迫

る質疑応答があります。(文責編集部) 

医療費の財源は 

参加者Ａ 医療費の４割が税金でまか

なわれ国の財政が悪化している。一方

医療費が抑えられ医療現場が疲弊して

いるとのことで、医療費はどこでまか

なわれるべきかとお考えか？ どこか

ら(費用、財源を)捻出されるべきだと

お考えか。 

篠原議員 命にかかわることだから、

用のないスマホを見ていたり、贅沢な

ものにお金を使ったりするよりも、医

療費にお金を掛けるべきだ。どこにお

金を掛けるか、たとえば、子供の学校

給食費が月いくらかわかる方？  

会場の参加者から 6,500円くらい。 

篠原議員 5,000円、月20日、一食250円

(議員は概算で話している）。フランス

は20,000円、1食1,000円、マイナンバー制

度で社会福祉制度がきちんとしてい

て、親の所得に応じて払う。日本では

５千円だというと、(フランス人は)びっ

くりする。日本人は買い物をして山ほ

ど買っていく、今は中国人に取って代

わられているが、お金持ちの日本人が

何で子供の給食費がそんなに安いの？

と。フランスで私の息子の給食費に

20,000円払っていた。親の所得で払う。

価値観の違い。私は医療費に払ってい

いと思う。医者の(費用)は安いもんだ

という固定観念が日本人にある。国民

が目を覚まさなければいけない。食べ

物にももっとお金を出していい。医療

費にも出していい。ただ介護、医療、

年金で言ったら、医療費は節約できる

の部分がいっぱいある。飲まない薬、

何％あるか統計をとってみたら、多分

びっくりするくらい飲んでいない薬が

あるのではないか。専門家でないので

よくわからないが、高齢者の胃ろうの

手術、日本では野放図にやっている

が、他の国では回復を認めなかったら

ああいうことはしない。きちっとやら

ないと決めるべきだ。ただし必要なと

ころには(お金を)使っていく。今は、

取捨選択がなされていなさ過ぎるので

はないか。 

参加者Ａ 保険料を国民は払うべきだ

と。 

篠原議員 基本的にそう。払わないで

高額治療をやるのは不謹慎だと思って

いる。 

参加者Ａ リウマチが専門で生物学的製

剤を使っているが高い。１ヵ月の窓口

負担が高いと３割負担で５万円から７

万円くらいになる。アメリカでは５

＄だった。聖路加病院のドクターの講演

も聞いたが、やはり５＄との言葉が出

た。アメリカは保険料を払うだけの利益

を得ているな

あと。保険の

価値があるな

と。日本では

そんなに窓口

負担金が高い

と保険料を払

う気がしな

い。保険料を

個人と企業がどういう割合で払うかが

重要ではないか。 

篠原議員 典型的に言われているこ

と、高負担で高福祉。アメリカはプライ

ベートでやればいい。私は日本型がい

いと思う。下手に保険料を削ったりし

ているし、使わなくていいもの、凄い

勢いで増えている老人医療費に相当

使っている。私は超党派議員連盟に所

属していないが尊厳死を認める議員連

盟、私の同僚議員の増子輝彦さんが一

所懸命やっている。欧米では問題に

なったが、日本では医者から胃ろうの

手術をしますか、と言われると、しなく

ていいとは、なかなか答えられない。 

全国紙は皆なぜ賛成か 

参加者Ｂ すべての新聞社がＴＰＰ賛

成。普通なら反対だが、なぜ全部の全

国紙の新聞社がＴＰＰ推進に回っている

のか。 

篠原議員 いいご指摘。原発、集団的

 


