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Q１：自院で診療中の患者について、
歯科医療機関より診療情報の提供の依
頼があった。依頼に基づき文書で診療
情報を提供した場合、診療情報連携共
有料（120 点）が算定できるのか。
A １：算定できる。診療情報連携共
有料は、歯科診療を担う別の医療機関
からの求めに応じ、患者の検査結果、
投薬内容等の情報を文書で提供した場
合に算定できる。なお、歯科医療機関
への情報提供に当たっては、患者の同
意を得る必要がある。また、算定は、
提供先の医療機関ごとに患者１人につ
き３月に１回が限度とされている。
Q ２：診療情報を提供する文書には
どのような情報を記載するのか。
A ２：以下の事項を記載した文書を

作成し、患者（又は提供先医療機関）
に交付し、写しをカルテに添付する必
要がある。

ア　患者の氏名、生年月日、連絡先
イ　診療情報の提供先医療機関名
ウ　 提供する診療情報の内容（検査　　

結 果、投薬内容等）
エ　 診療情報を提供する医療機関名

及び担当医師名
Q３：診療情報提供料（Ⅰ）（250 点）
と診療情報連携共有料（120 点）は
どう違うのか。
A ３：診療情報提供料（Ⅰ）は、自
らの診療に基づき別の医療機関での診
療の必要を認め、患者の同意の元、文
書で紹介を行った場合に算定できる。
診療情報連携共有料は Q １の通り。
したがって、①歯科での診療の必要を
認め、歯科医療機関に対し診療の依頼
をする場合に文書を添えて患者を紹介
した場合には、診療情報提供料（Ⅰ）を、
②患者が既に受診している歯科医療機
関からの求めに応じて情報提供をした
場合は診療情報連携共有料を算定する

活動日誌

Ｑ  病気で休業することになったが、
必要書類は何か。
Ａ  加入者本人に記載して頂く状況
報告書と主治医による医療証明書で
す（勤務医の先生については勤務先
医療機関からの休業証明書が合わせ
て必要となります）。状況報告書につ
いては１通ですが、医療証明書につ
いては、複数医療機関を受診された

場合は医療機関毎の医療証明書が必
要になる場合もございます。また、
長野協会では「保険医休業保障共済
保険」と「開業医共済休業保障制度」
の２制度の取扱いがあるため、両制
度加入の場合は制度ごとにそれぞれ
書類が必要となりますことをご了承
下さい。月単位での請求（数ヶ月ま
とめても可）となることから、まず
は、保険医協会事務局（電話０２６
－２２６－００８６)へ療養状況をお
知らせ下さい。お話を伺い必要書類
をご送付させていただきます。
　

長野県保険医協会の会員数

1,360 名（医科 756 名、歯科 594 名）
１月１日現在

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 .19：45 ～ 21：
50 出席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）,
奥山各副会長 , 後藤 , 林（賢）, 伊佐津 ,
布山 , 米田 , 池上各理事 , 宮沢事務局長 ,
議長：池上理事
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認
2. 会務報告・会計報告 ･･･11 月度は
入会 3 名、退会５名。
3. 歯科部会から歯科技工士会との懇
談の準備状況、歯科署名等について報
告、医科・歯科連携手帳の取り扱いは
地域医療委員会で検討する。◇９月度
会計報告を承認。
■協議事項　
1. 医療運動 ･･･ 患者署名数及びクイ
ズハガキの集約状況が報告された。ク
イズは前回並みの応募数があるが、署

名は筆数及び会員参加率ともに低い。
第二弾の署名活動を３月以降とし、新
聞でのキャンペーン、会員参加率を高
めるための工夫をする。（1）知って
得するパンフレットの会員配布を了
承。（2）来春予定の県議会議員選挙
及び参議院選挙で政策アンケートを実
施することを確認し、準備をすすめる。
2. 北信越ブロック厚生労働省交渉 ･･･
医科交渉結果について参加した事務局
員より報告。◇歯科の厚労省交渉は１
月 17 日（木）で、市川副会長が参加。
3. 妊産婦の医療費助成制度 ･･･ 妊婦加
算を巡る情勢の報告及び意見交換。妊
婦加算導入に反対すべきだったといっ
た意見、患者負担の問題が根底にあり、

窓口負担をなくすこと、妊産婦医療費
の助成を求めるなどの運動を強めるべ
きとの意見が出された。◇成育基本法
成立などを踏まえ、国及び自治体に対
して妊婦に対する医療費助成制度創設
の要望を行っていくこととした。
4. グループ保険の制度内容の変更 ･･･
次回募集 5 月～ 6 月、8 月 1 日更新
時より、（1）66 歳から 69 歳の保障
額の上限を 2000 万円へ引き上げる
こと、（2）69 歳までの配偶者の保障
額の上限を 2000 万円とすることを決
定。
5. 保団連代議員会関連 ･･･ 代議員会
への参加者を確認、宮沢代議員、林副
会長を代議員代理、オブザーバとして
奥山副会長が参加する。◇長野からの
発言通告（案）について確認、表現等
を修正の上保団連へ提出する。

理事会便り
12/25 理事会の決定事項等

作成し、患者（又は提供先医療機関）
に交付し、写しをカルテに添付する必
要がある。

保険かわら版
休業保障にご加入の先生へ
休業されたらすぐに保険医協会に

ご連絡ください

医科・歯科連携に関する点数
診療情報連携共有料

10/25-26 保団連医科社保担当者研修
会が東京で
10/28 保団連歯科全国交流集会が東
京で
10/30 地域医療委員会
11/1 北信越ブロック事務局長会議
11/2 社保協事務局会議 / 福祉医療改
善をすすめる会
11/3 保団連機関紙事務局実務研修会
が東京で
11/8 社保協拡大国保部会
11/9 社保協運営委員会

ことになる。

Q４：診療情報連携共有料（120 点）
は、どのような場合に算定できるのか。
A ４：歯科診療を行うにあたり、慢
性疾患を有する患者、または全身的な
管理が必要な患者に対し、患者の同意
を得て、医科の医療機関で行った検査
結果などの診療情報を、文書により提
供を求めた場合に算定できる。照会先
医療機関ごとに、患者１人につき３月
に１回に限り算定できる。
Q ５：診療情報の提供を依頼するに
あたり、どのような情報を記載する必
要があるか。
A ５：以下の情報を記載した文書を
作成し、交付する。また、交付した文
書の写しはカルテに添付する必要があ
る。

ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ　 診療情報の提供依頼目的（必要

に応じて傷病名、治療方針など）
ウ　 診療情報の提供を求める歯科医

療機関名
エ　 診療情報の提供を求める内容

■定期総会の準備
1. 総会議案書骨子（案）について来
月理事会までに意見を寄せ、１月度理
事会で文案を検討する。
2. 記念講演の講師選定の状況が報告
された、候補者を二人に絞り年度内に
決定していく。
■その他
1. 辺野古基金からの協力要請 ･･･ 辺
野古基金からの協力要請について、過
去に賛同団体になっていることから会
員にチラシ配布を行う。
2. 理事より理事会運営及び保険医会
館敷地内禁煙の提案があり、今後の協
議とする。

（検査結果、投薬内容など）
オ　 診療情報の提供を依頼する医科

医療機関名及び担当医名
Q ６：医科医療機関に対して文書に
より診療情報の提供を依頼したが、結
果として医科からの回答がない場合で
も診療情報連携共有料は算定できる
か。
A ６：算定できる。診療情報連携共
有料は文書を交付した日に算定できる
ものであり、結果として回答がなくて
も算定できる。

医科

歯科

①診療情報提供料（120点）歯科
・慢性疾患等の患者について、患者が受診している医
科医療機関に対し情報の提供を文書で依頼

医科
医療機関

①情報提供の依頼

②診療情報の提供

②診療情報連携共有料（120点）医科
・歯科医療機関からの求めに応じ、患者に関する検査結果等の
診療情報を文書で提供

診療情報連携共有料の算定イメージ

歯科
医療機関


