
（4）　2018 年（平成 30年）5月 25日                                        　No.447長 野 保 険 医 新 聞 　（第三種郵便物認可）

を実施し、結果について保険委員会で
協議する。◇歯科では歯科部会でアン
ケートの実施や部会談話などについて
協議する。
■その他

1. マイナンバー問題（雇用保険関係
の届出・申請）…長野労働局及びハロー
ワークに対してマイナンバー記載に関
する要請を行うことを決定。
2. 北信越ブロック会議の日程・企画
…主務地福井協会からの企画（案）を
報告、分科会のテーマなどについて要
望があれば事務局を通じて福井協会へ
伝えることとした。
3. 福祉医療給付制度の改善をすすめ
る会総会…５月開催の総会及び講演会
の案内と役員改選では副会長に宮沢会
長、事務局次長に宮沢事務局長を推薦
することを確認した。
4. 医療研全国集会への後援依頼（県
医労連）…「医療研究全国集会 in 長野」
の後援団体となることを決定した。

Q １：これまで、基本診療料に含まれ
るとされてきた長谷川式知能評価ス
ケールやMMSE が算定できるように
なったのか。
A １：算定できる。2018 年 4 月の診
療報酬改定により、これらの検査が
D285 認知機能検査その他の心理検査
の「１　操作が容易なもの（80 点）」
の対象検査に追加されたため、算定
できるようになった。なお、長谷川
式知能評価スケール、MMSE の他に
も、M-CHAT、STAI-C 状態・特性不
安検査（児童用）、DSRS-C、前頭葉評
価バッテリー、ストループテスト及び
MoCA-J も同検査の対象に追加されて
いる。
Q ２：長谷川式知能評価スケール等は、
看護師等が検査を行うことはできる
か。
A ２：検査及び結果処理は、医師の指
示により看護師等が行うこともでき
る。ただし、算定できるのは、検査結

果に基づき医師が自ら結果を分析した
場合に限られている。
Q ３：「個別の診療報酬の算定項目の
分かる明細書」について、公費負担医
療に係る給付により自己負担がない患
者に対しても、無料で発行しなくては
ならないか。
A ３：電子レセプトが義務付けられて
いる医療機関においては、当該患者
に対しても無料発行が義務化された
（2018 年４月１日より）。ただし、生
活保護単独で全額が公費負担となる場
合など、義務化の対象外となる場合が
ある。
Q ４：Q３に関連して、院内掲示を変
更する必要があるか。
A ４：変更する必要がある。公費負担
医療の受給者で医療費の自己負担のな
い患者についても、明細書を無料で発
行する旨を記載する必要がある。掲示
例は、医科会員は『新点数・介護報酬
Q&A-レセプトの記載-　2018年4月』
P281 を、歯科会員は『2018 年改定
の要点と解説』P141 を参照されたい。
 

　協会運営の「グループ保険」は団体
定期保険のスケールメリットを生か
した安い保険料が特長で、
保障額は本人 4,000 万円、
配偶者も 1,000 万円まで
加入出来ます。今回、標準生命表の改
定に伴い、保険料が更にお安くなりま
した。加入にあたっては面倒な健康診
査は一切必要なく、いつでも保障額の
見直が可能です。また、毎年決算を行っ
て、剰余金が生じた場合は配当（昨年
度は 17.0962%）として掛金の一部を
お返ししているのも魅力の一つです。
　一方、保険医年金は、積立金総額
が１兆２千億円を超える日本有数の

私的年金で、昨年度の実質配当率は
1.361%（予定利率は 1.259%）となり

ました。コツコツ貯める
月払と余裕資金をまとめ
て貯める一時払があり、

現金が必要になった場合には、口数単
位で一時金請求できる利便性のある制
度です。
　グループ保険、保険医年金ともに
6/25 が締切です。生保会社の職員が
訪問致しますので、是非ご引見のうえ、
詳しくお聞きください。なお、直接保
険医協会にお電話（026-226-0086）
頂いても構いませんので、ご検討をお
願いします。

診療科名 郵便番号 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日

さくら血管病クリニック 外　血管外科 390-0852 松本市島立３２８－１ 0263-47-1500 個人・福井　大祐 常勤１
非常勤 1 無 2018/5/1

いちょう並木クリニック 内　小　消化器内科 392-0012 諏訪市四賀２４１７─２ 0266-58-5522 個人・小松　信俊 常勤 1
非常勤 1 無 2018/5/1

三木クリニック 内　脳内　心内 385-0022 佐久市岩村田２０１３─４ 0267-77-7376 個人・三木　淳 常勤 1 無 2018/5/1

関口内科クリニック 内　胃腸内科　内視
鏡内科 385-0051 佐久市中込４０５番地 0267-63-5100 個人・関口　智裕 常勤 1 無 2018/5/1

いまここ診療所 心内　精　小 384-0613 南 佐 久郡佐久穂町大字高野町
１５００─４０　 0267-86-0910 個人・田邉 佳代子 　 常勤 1 無 2018/5/1

　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 ( 開設管理者の交代や遡及、移動

等を除く )　を紹介している。4/1 ～

4/30 間は、医科 5 件。（氏名敬称略）

保険医療機関の新規動向

※ 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

理事会便り

共済だより

長野 , 松本 , 佐久 , 伊那の 4 地区結ぶ
web 会議にて開催 .19：30 ～ 21：30
出席役員：宮沢会長 , 後藤 , 林（賢）,
林（春）,奥山 , 市川 , 布山 , 池上各理事 ,
宮沢事務局長 , 議長：布山理事
■報告 ・ 承認事項

1. 前回議事要録の確認…３月理事会
の議事要録を承認。
2. 会務報告・会計報告…３月の組織
活動では入会 11 名、退会１名で 10
名増加。2017 年度の会員実増数は
18 名となった。◇新点数検討会は医
科 675 名、歯科 199 名で合計 874 名
の参加、医科の Q&Aは４会場で 324
名参加者あり。◇４月国会行動では検
討会の決議を議員に渡すとともに、財
務省の医療制度改革の議論等について
5名の議員と懇談を行った。◇１月度

会計報告を了承した。
3. 春の共済普及、組織拡大について
…休業保障、グループ保険、保険医年
金の４月～６月にかけての普及計画及
び春の会員拡大の宣伝、活動方針を確
認し、役員からの紹介など呼びかけた。
■役員 ・ 事務局体制

1. 林（賢）新理事より挨拶がされた。　
2. 開業医共済協同組合に４月より新
事務局員が入局したことが報告され
た。　
■協議事項　

1. 理事会運営及び総会方針の具体化
…定期総会の議事要録を確認。◇一般
会員の参加を増やすために参加者に景
品抽選などの企画を今後検討する。◇
反省点としてスムーズな運営のために
も議案書に関して理事者間で事前の意
思統一の必要性など意見が出された。
2. 副会長の互選… 理事の互選により
副会長の選出を行い、歯科では市川理
事、奥山理事、林（春）理事が推薦さ
れ本人の承諾を得た。◇医科では、当
日欠席であった野口理事（前副会長）

の推薦があり、意向を確認する。会長
並びに事務局長で医科役員で副会長就
任を依頼してくことを確認。
3. 理事会運営について…理事会運営
について、昨年同様に常任理事会は設
けずに理事会として開催することを確
認。原則第４月曜日を定例日とする。
◇理事会の開始時間を厳守すること、
理事会前に必要に応じて正副会長会議
を開催して、議題や議論の方向性を調
整することとした。
4. 総会方針の具体化…総会議案書の
重点活動に沿って、具体化する項目と
担当機関について確認。◇その他に健
康保険法改正研究会による学習会、歯
科矯正の保険適用を考える学習会の企
画を検討する。また、保険医協会に関
して会員の意識調査の実施が提案され
た。
■医療運動   
1. 医療運動課題…保団連の当面の医
療運動対策スケジュールについて報
告、５月理事会でクイズチラシや署名
（案）について協議する。
2. 診療報酬改定後の対応…医科では
今次診療報酬改定に関するアンケート

保険かわら版

4/27 の討議と決定事項

長野県保険医協会の会員数
1,360名（医科753名、歯科607名）

現在募集中！更にお安くなった「グループ保険」と利便性のある「保険医年金」

　日常診療に必要な点数と要点をわかりやすく解説。カルテ、レセプト
の記入例も掲載し、これ一冊で歯科保険診療が理解できます。
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