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2018 年度活動方 針
第 3 9 回 定期 総会で確定
長野県保険医協会は３月 21 日の第 39 回定期総会で新年度活動方針を会員に事
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是正などの要求を早期にまとめ、厚労

平な税制であり、応能負担の原則に反

営、生活に関わる講習
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道府県において新たな医療計画、介護

を充実させ、医科歯科一体を基礎に医

クでの厚生労働省交渉の結果と今回改
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療機関の経営を支える保険医協会をア
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た重要な節目の年となる。団塊の世
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た運動を基本としつつ、消費税に頼ら

（３）歯科医療の重要性をアピール「保

ない社会保障財源として法人税や社会

険でより良い歯科医療を」 の運動

保険料事業主負担を含めた税や保険料

前送付の議案書の通り決定した。当日出席は 10 名、委任状出席が 243 名となり
定足数をみたし、総会は有効に成立した。活動方針は「医療をとりまく動き」「活
動の指針」
「重点活動」からなるが、ここでは本年度の姿勢と実施事項に係る「活
動の指針」と「重点活動」部分を全文掲載し紹介する。
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