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　生活保護法に規定する指定医療機関
医療担当規程が一部改正され、2018
年 10 月１日より、生活保護受給者の
取扱いが変更となっている。主な改正
内容は、①後発医薬品の使用原則化と
②明細書の無償交付義務化の２点。
　①後発医薬品の使用原則化は、医師
又は歯科医師が医学的知見に基づき後
発医薬品を使用することができると認
めた場合に、後発医薬品の使用を原則
とするもの。院外処方の場合、一般名
処方の場合や銘柄名処方であっても後
発医薬品への変更不可の指示がない場
合は、薬局では後発医薬品で調剤す
る。例外として、後発医薬品の在庫が
ない場合や、後発医薬品の薬価が先発
医薬品の薬価より高い又は同額の場合
は、先発医薬品を処方できるとされて
いる。また、患者の希望のみを理由と
して先発医薬品は使用できないとされ
ている。
　ただし、医学的知見に基づき後発医
薬品を処方・投
薬することが適
当でないと判断
した場合は、こ
れまで通り先発
医 薬 品 を 処 方
できる。この場
合、院外処方の
際は、処方医が

先発医薬品の銘柄名処方を行った上
で、後発医薬品への変更不可の指示が
必要。
　②明細書については、患者からの求
めがない場合も明細書の無償交付を義
務とするもの。今年４月の療養担当規
則の改定で「公費負担医療に係る給付
により自己負担がない患者にも明細書
の無償発行が義務化」されたが、この
時は生活保護単独など全額公費の患者
は義務化の対象外だった。今回、生活
保護の場合も無償交付が義務となっ
た。なお、患者から明細書不要の申し
出があった場合は、発行する必要はな
い。また、自己負担金がない場合、領
収証の発行は不要。
　明細書の発行については院内掲示が
必須だが、厚労省が示した別紙様式７

（明細書を無料発行している場合）、別
紙様式８（正当な理由に該当する場
合）、別紙様式９（電子請求を行って
いない場合※ 2 例あり）は、今年４
月に一部変更されている。４月以降、
既に対応済みの場合は、今回改めて掲
示しなおす必要はない。別紙様式の内
容は、保険診療の手引 P48 や協会ホー
ムページ等で確認されたい。

送金手配日での判断となりますので、
年明け着金の場合でも生命保険会社の
送金手配日が年内の場合は 2018 年の
扱いとなります。税制上の発生年度を
2019 年扱いとする場合は、その旨ご
連絡頂くか、年が明けてから請求して
ください。
開業医共済休業保障制度
　　利用分量配当は８期連続
　　　2017 年度は 26％を決定

　開業医共済休業保障制度を運営する
開業医共済協同組合は去る 10 月 21
日、第９回通常総代会を帝国ホテル（東
京）で開催し、10 議案について全て
が承認されました。
　第２号議案の剰余金処分案では、組
合員に行う共済掛金に対する利用分量
配当率が 26％に確定しました。また、
同組合で運営する開業医共済休業保障
制度のソルベンシー・マージン比率
が 1,613%(2016 年度は 1,430.3%) と
なったことが報告されました。　　　　

長野県保険医協会の会員数

1,361 名（医科 754 名、歯科 597 名）
2018 年 11 月１日現在

共済だより

長野 , 松本 , 佐久の 3 地区結ぶ Web
会 議 に て 開 催 .19：30 ～ 21：15 出
席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）, 奥
山各副会長 , 後藤 , 林（賢）, 布山、米
田各理事 , 宮沢事務局長 , 議長：後藤
理事
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認 ･･･ ９月度理
事会の議事要録を了承した。
2. 会務報告・会計報告 ･･･ ９月度は
入会６名、退会２名。本年度の会員数
は 10 月現在で実増８名。◇歯のなん
でも電話相談、歯の供養祭など保険
でより良い歯科医療を長野県連絡会
の取組、老人クラブ等への署名依頼、
10.11 国民集会、全国歯科交流集会へ
の発言通告などの活動について報告。
◇７月度会計報告を了承した。

3. 開業医共済協同組合総代会報告及び
募集結果 ･･･ 開業医休業保障の 12/1
加入の募集結果は８名 42 口。加入者
数は本年度の目標に到達した。◇ 10
月 21 日の総代会に関して新たな事業
の実施を含む活動計画、26％の利用
分量配当を決定など報告された。◇歯
科部員１名を承認した。
■協議事項　
1. 医療運動 ･･･ 県知事への要望（１）
要望書の構成の変更及び一部要望項目
を追加した修正案について協議、決定
した。（２）要望書にもとづき県と懇
談するための準備をすすめる。◇電子
レセプトの摘要欄コード入力に関する

要請（１）10 月診療分からの取り扱
いに関して、審査機関に対して当面返
戻しないことなどを求める要望を行う
こととした。（２）事務局で支払基金、
国保連合会に要望書を提出するととも
に、対応方針について聴取する。◇福
祉医療現物給付化に関するアンケート

（１）８月からの現物給付化に関して
医療機関並びに患者・保護者に対して
アンケート調査について協議。医療機
関、保護者にコンビニ受診などの状況
をきく項目を追加し実施することを決
定。 （２）保護者アンケートには現在
実施中のクイズチラシや署名も同封し
協力を呼びかける。
2. 医療情勢並びに運動対策 ･･･ 消費
税とゼロ税率、全世代型社会保障制度
改革、財政審資料、医師の働き方改革
など医療をめぐる情勢について報告、
協議した。◇今後の国会行動として
11 月に消費税会員署名提出、12 月患
者署名第一次提出行動などを予定して
いく。
3. 会費免除会員等の基準 ･･･ 会費免
除会員の基準について、過去の総務委
員会での議論並びに現在の会員の年齢
構成等の資料について報告。◇医師会
や学会などの規定なども参考に総務委
員会で基準づくりの具体化をはかるこ
ととした。会費納入期間を加味した基
準なども検討したらどうかとの意見も
出された。

理事会便り
10/22 理事会の決定事項等

保険かわら版

別紙様式７

生活保護受給者の取扱い変更
10月 1日実施 2018 年１月１日加入分の

保険医年金掛金について
　10 月 25 日で締め切らせて頂いた
保険医年金の 2019 年１月１日加入分
ですが、「月払」については 12 月 26
日の口座振替より引落致しますが、「一
時払」については引落ではなく先生か
らお振込頂くものとなっております。
12 月初旬に三井生命より別途ご案内
の通知がありますので、12 月 20 日
までに協会指定口座へお振込頂きます
ようお願い致します。
保険医年金「一時金請求」の

年末年始の取扱いについて
　本年中の着金を希望される場合は、
当協会に 12 月 13 日までに書類が届
く必要があります。なお、税制上の一
時所得の発生年度は、生命保険会社の

■その他   
1. 北信越ブロック厚生労働省交渉の
進捗状況 ･･･ 進捗状況について報告、
医科は杉尾参議院議員（長野）、歯科
は山本衆議院議員（北信越比例）に厚
労省との仲介を依頼した。◇医科では
厚労省から提示された日程候補より
12 月に実施することを決定、在宅医
療実施医療機関に要望の補強のための
事例収集のアンケートを行う。
◇歯科は要望項目が固まり次第、長野
協会で議員事務所を通じて日程調整す
る。
2. 長崎の郵便配達支援募金
会員へ製作支援募金を呼びかけ、長野
協会として 10 口 3 万円の募金するこ
ととした。　　

院内掲示例 
平成○年○月 
▲ ▲ 病 院 

 
「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」の発行について 

 
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、

平成○年○月○日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる

明細書を無料で発行することと致しました。 
 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成●年

●月●日より、領収書を無料で発行することと致しました。 
 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるもの

ですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代

理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨

お申し出ください。 

診療科名 郵便番号 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日
むらかみ整形外科 整外　リハ　リウ 389-1105 長野市豊野町豊野字沖５６７－ 1 026-213-8830 個人・村上　博則 常勤 1 無 2018/11/1

つかはらペインクリニック 麻 390-0833 松本市双葉５－２０　イオン南松
本店２階 0263-87-1314 個人・塚原　嘉子 常勤 1 無 2018/11/1

せりざわクリニック 内　　腎臓内科 399-8601 北安曇郡池田町大字池田２９０２
－１７ 0261-62-3000 個人・芹澤　由樹子 常勤 1 無 2018/11/1

今井歯科医院 歯 381-3302 上水内郡小川村高府１３２７８ 026-219-6561 個人・高橋　優彰 常勤 1 無 201811/1
※ 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 .

　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。10/1 ～
10/31 間は、医科３件、歯科１件。（氏
名敬称略）

保険医療機関の新規動向




