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３月 31 日、さかきテクノセンター
（坂城町）で「ハローアルソン・フィ
リピン医療を支える会」の活動報告会
が開催され、活動に携わった中高生や
スタッフ、保護者など 130 名が参加
した。「支える会」はフィリピン共和
国で十分に医療を受けられない人々に
対し、歯ブラシやタオルなどの支援
物資の配布や歯のクリーニング、抜
歯などの医療支援に取り組んでいる。
2019 年で 14 回目を数え、今年は２
月７日から 10 日までマニラで活動。
ボランティアとして協力した中高生は
68 名と過去最多となった。

この日は２日間あった報告会の２日
目で、23 名の高校生が報告を行った。

「日本では抜かずに治療できる歯も、
十分に治療できる環境が無いため抜か
なくてはならず心が痛んだ」「言葉が

通じなくても笑顔でコミュニケーショ
ンをとることができた」など、ボラン
ティア活動を通して感じたことや、今
後の意気込みなどを発表した。初めて
参加したという上田市の高校生は「物
資集めなど大変なことも多かったが、
今まで知らなかったことや日本にいて
はわからないことを知ることができて
良い経験になった。今後もどんな形で
あれボランティアを続けていきたい」
と語った。

長野県保険医協会の会員数

1,360 名（医科 757 名、歯科 603 名）
４月１日現在

県保険医協会の「税務・経営電話相談」
は、顧問税理士の土屋信行氏により、次
の通り実施しています。
◆平日の受付時間

10：00 ～ 12：00、13：00 ～ 16：00
◆受付電話 0269-33-3265
　　( しらかば会計事務所 )　
　なお、土屋税理士 ( 写真 ) が不在の場
合は会員である旨と連絡先を伝言下さ
い。改めて税理士の方から連絡を致しま
す。

経

営

税

務
　医療・社会保障全般 , 時局での論評
や意見 , 学会報告 , 書評 , 趣味 , 写真な
ど幅広く原稿を募集中！★原稿等は１
面「題字」左の本紙発行元まで各種通
信手段で。掲載分については図書カー
ド２千円分を贈呈。

原稿募集

フィリピン医療ボランティアに過去最多 68名の中高生が参加

長野 , 松本 , 佐久 , 伊那の４地区結ぶ
Web 会 議 に て 開 催 .19：35 ～ 21：
35 出席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）,
奥山各副会長 , 池上 , 伊佐津 , 米田 , 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月度理
事会の議事要録を承認した。
2. 会務報告・会計報告 ･･･ ２月度は
入会 3 名、退会 1 名で 3/1 会員数は
1360 名、保団連組織表で組織率は医
科 46.9％、歯科 57.3％。◇県議選ア
ンケート送付、消費税リーフ発送、脱
原発全国集会等医療運動、歯科施設基
準講習会、佐久地区社保協設立総会な
どについて報告。◇特養あずみの里の
裁判の判決が求刑通り有罪となり、被
告弁護団は即日控訴、協会では引き続
き支援していく。
3. 新規事務局員採用計画 ･･･ 新規事
務局員募集の計画について確認、４月
から募集を始め８月頃面接を予定。
4. 学校検診後治療調査への協力 ･･･
医療研究フォーラムに向けた共同調査
に協力する。歯科の未受診の理由等に
ついて長野独自に別途調査も検討す
る。
■協議事項

1. 医療運動 ･･･（１）消費税・患者負
担増院長署名◇長野新聞３月号の紙面
で 2 つの署名の協力を訴える。（２）
3/28 国会行動◇地元選出国会議員を
中心に総会議案書及び決議を届ける。
はは測定所設立記念講演にも参加。
2. 県議会議員選挙 ･･･（１）アンケー
ト結果の概要◇前回と比較して回答し
た候補者が少なかったが、会員に資料
として情報提供する。（２）社保協政
策チラシの活用◇社保協の県議選を
意識した政策チラシを会員に配布す
る。 　
■ 2019 年度の活動
1. 第 40 回定期総会の総括 ･･･（１）
総会議事録について確認、討論で課
題になった部分について対応を確認。

（２）記念講演についての感想。意見
交換を行った。
2. 来年度の重点活動 ･･･（１）新年度
の重点活動を中心に具体化する項目と
担当部署の確認を行った。（２）年間
行事の素案を提示、各委員会等でも企
画を検討して具体化する。なお、来年
の総会については新点数検討会との絡

みもあり協議を急ぐ。
■北信越ブロック関連
1. 保団連理事ブロック定数 ･･･ 長野
からは医科理事の推薦候補はないこ
と、定数は他県から医科の理事候補が
なければ現状の２名が妥当とし、北信
越ブロック事務局長会議に報告する。 
2. 北信越ブロック会議 ･･･ 日程・場
所について報告、新潟医会の全体会、
分科会のテーマ設定について意見があ
れば事務局まで報告することとした。 
■その他
1. はは測定所開設記念講演への協力
･･･3/28 の国会内集会に賛同し後援団
体として実行委員会に加わることを了
承、会長が参加する。
2. みずほ銀行口座振替料金改定 ･･･
みずほ銀行より一方的かつ法外な月額
基本料新設の通知があり、対応を協
議。以下の方針を確認した。①会費及
び共済掛金の振替口座を他行へ変更の
依頼を会員に対して行う。②みずほ銀
行からの口座振替の継続が必要な場合
は集金代行会社経由での引き落としと
する。

理事会便り
3/25 理事会の決定事項等

2/12 歯科部会
2/16 長野県社保協総会
2/17 新規指導対策・訪問診療講習会
2/18 総務委員会
2/20 理事会（457 号６面参照）
2/21 保団連国会行動・国会内集会が
東京で（457 号５面参照）
2/22 保団連社保小委員会（電話会議）
3/9 福島を忘れない 3.9 全国集会が東
京で（457 号５面参照）
3/10 保団連理事会が東京で
3/12 歯科部会
3/12 関東信越指導対策担当事務局会
議（電話会議）
3/14 正副会長会議
3/20 保険でより良い歯科医療を長野
連絡会事務局会議
3/21 第 40 回定期総会（本紙 1-4 面
参照）
3/23 佐久地区社保協総会
3/25 理事会（本紙 6 面参照）
3/28 保団連国会行動、乳歯保存ネッ
トワーク講演会（本紙 1 面参照）
3/29 地域医療委員会
4/4 北信越ブロック事務局長会議
4/5 社保協事務局会議

活 動 日 誌

保険かわら版

①休日加算について

○単に医療機関の判断のみで連休期間
に診療を行っても、休日加算は算定で
きない。ただし、施設基準を満たして
いる医療機関においては、診療時間内
であっても夜間・早朝等加算が算定で
きる。また、連休中に診療を行った場
合でも、診療時間外に急病等やむを得
ない理由により受診した患者に対して
は休日加算が算定できる。
○連休期間中の救急医療の確保のため
に診療を行っている、地域医療支援病
院、救急病院・救急診療所、休日当番
医については、休日加算の対象となる。

②処方箋の交付について

○処方箋の使用期間は交付日を含めて
4 日とされているが、患者の長期の旅
行等特殊の事情がある場合に、4 日を
超えた日より調剤を受ける必要がある
場合は、「使用期間」欄に年月日を記
載することにより、その日付まで調剤
薬局で処方を受けることは可能であ
る。
○長期の旅行等特殊の事情がある場合
は、投与量が 1 回 14 日分を限度とす
る薬剤について必要最小限の範囲で 1
回 30 日分まで投与可能であり、今回
の長期連休も「特殊の事情」に該当す
るため、必要な場合は 14 日を超えて
投与できる。14 日を超えて処方した
場合は「備考」欄にその理由を記載す
る。 な お、1 回 30 日 分、90 日 分 限
度の薬剤について、限度を超えて投与
することはできない。

23 名の高校生が感想などを発表した

本年 4月 28日から 5月 6日までの

長期連休における休日加算等の取扱い

活動をまとめたポスターも展示された




