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処方箋紛失、再交付した場合

Q １：処方箋を交付した患者が、過失
により処方箋や薬剤を紛失したとの申
し出があり、処方箋を再交付した。そ
の費用はどうなるか。
A １：患者の過失による紛失の場合は、
再交付の費用は保険請求できない。患
者から自費徴収することは差し支えな
い。処方箋を再発行した場合は、再発
行の処方箋であることを明記する。
Q ２：上記の場合、薬局での薬剤料も
患者負担となるのか。
A ２：当初交付した処方箋を薬局に提
出する前に紛失した場合は、薬局では
保険請求の対象になる。薬剤を受け
取ったのちに、薬剤を紛失した場合は、
薬局での薬剤料も患者負担とすべきと
されている。

維持期リハの取扱い

Q ３：脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、廃用症候群リハビリテーション
料、運動器リハビリテーション料（以
下、疾患別リハビリテーション）につ
いて、2019 年 4 月より、入院外の要
介護・要支援者の維持期リハビリテー
ションが算定できなくなったが、算定
日数上限を超えた患者は全て算定でき
ないのか。
A ３：以下の患者については算定でき
る。
①要介護・要支援者でない患者は、入
院・入院外ともにこれまで通りの算定
ができる。
②要介護・要支援者であって入院患者
についても、これまで通り算定できる。
算定日数上限の除外対象患者は疾患別
リハビリテーションの点数を、除外対
象でない患者は維持期リハビリテーシ
ョンの場合の点数を算定する。
③要介護・要支援者であって入院外の

　この度、協会運営の「グループ保
険」は、66 歳～ 70 歳の本人及び 70
歳までの配偶者の最高保険額を 1000
万円から 2000 万円に引き上げること
により、本人については 4000 万円か
らの急激な減額に対応し、配偶者につ
いてはより多くの保障が得られるよう
制度改善致しました。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、剰
余金が生じた場合は配当（昨年度は
47.0433%）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
1.356%（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。協会に登録された
生保会社の職員が普及員証を提示の上
訪問致しますので、ご検討頂きますよ
うお願いします。　　　　

診療科名 郵便番号 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日
なごみ皮膚科クリニック 皮 399-0026 松本市寿中二丁目 1568-1 0263-85-7530 個人・飯島　みわ子 常勤 1 無 2019/5/1
ながうら整形外科クリニック 整外　リウ　リハ 385-0009 佐久市小田井 755 番 3 0267-67-8055 個人・長浦　恭行 常勤 1 無 2019/5/1
海瀬歯科医院 歯　小歯　矯歯 390-1243 松本市神林 5088 番 80 0263-31-0170 個人・海瀬　聖仁 常勤 1 無 2019/5/1
甲田矯正歯科 矯歯 386-0018 上田市常田 2-5-11 0268-75-8155 個人・甲田　尚央 常勤 1 無 2019/5/1

　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 2 件、歯科２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 .

長野県保険医協会の会員数

1,356 名（医科 755 名、歯科 601 名）
5 月１日現在

共済だより

長野 , 松本 , 佐久 , 駒ヶ根の４地区結
ぶ Web 会議にて開催 .19：30 ～ 22：
00 出席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）,
奥山各副会長 , 池上 , 伊佐津 , 多田 , 布
山 , 米田 , 各理事 , 宮沢事務局長 , 議長：
市川副会長 , 宮沢会長
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認 ･･･ ３月度理
事会の議事要録を承認した。
2. 会務報告・会計報告 ･･･ 2018 年度
末会員数は 1360 名で年間実増数は＋
４名。医師・歯科医師・薬剤師調査に
おける開設者数をもとにした開業医組
織率は医科が 46.9%、歯科は 57.3%。
◇はは測定所開設講演会、署名活動、
学校健診後受診実態調査、市町村国保
アンケート、個別指導年間計画の開示
請求などについて報告。◇１月度会計
報告を承認。
3. 新規事務局員採用 ･･･ ８月 22 日面
接など採用スケジュールを確認。◇５
月中旬の応募状況によっては就職情報
誌への広告を行う。

4. 新年度理事会運営について ･･･ 理
事会開催日は当面は日程調整により行
う。◇理事会への会員出席について、
以下の申し合わせを設けた。①理事会
が必要と認め、出席を求めた場合は、
議長の指示に基づき発言できる。旅費
等は役員旅費規定に準じる②会員から
の出席の申し出は傍聴とするが、事前
に発言要旨を提出した上で理事会が認
めた場合には議長は発言を求めること
ができる。食事の現物支給以外の旅費
等については支給しない。
5. 春の共済普及、組織拡大について
･･･ 休業保障、保険医年金、グループ
保険の三大共済の募集と組織拡大の計
画を確認。◇共済の重点募集対象者及
び近年新規開業の先生には役員からの
紹介状をもって事務局が訪問する。
■協議事項
1. 医療運動 ･･･ 統一地方選挙、消費
税増税延期発言、医療保険関連法案、
次期診療報酬改定の中医協議論、国保
料引上げ、医師確保計画・外来医療計
画の厚労省ガイドラインなどについて
報告。◇保団連新リーフレットの会員
配布など参議院選挙を意識した国会内
集会や医療運動に取り組む。
2. 県議選結果の分析と議員懇談等 ･･･

今回選挙と当選者の会派構成など新た
な県会について報告、協議。◇県議会
会派への懇談申し入れを行う。県民文
化福祉委員との個別面談なども検討。
3. 妊産婦医療費無料制度 ･･･ 県内の
妊産婦医療費助成制度や健診について
市町村アンケートを実施する。◇国の
制度を求める国会議員等への要請文書

（案）を協議、決定。◇妊産婦への配
慮に係る診療報酬要求、診断・投薬な
どの診療科間における情報共有などの
課題も協会として協議していく。
4. スポーツ振興センターの災害給付
と福祉医療 ･･･ 災害給付が子ども医療
費助成制度の現物給付の対象外となっ
ていることから、患者や医療機関の事
務負担軽減を含めて、何らかの調整を
求める。◇保護者から市町村への受療
委任方式などを提案する要望書（案）
を決定し、今後スポーツ振興センター
に要望と懇談を求める。
■ 2019 年度活動計画の具体化
1. 当面の主な行事等の企画について
協議。
2. 未入会員の一部行事へ参加費徴収
の上参加を可能とする。
■その他
1. 福祉医療給付制度の改善をすすめ
る会総会 ･･･5/26（日）の総会の役員
選出で宮沢会長と原事務局員を推薦。
2. あずみの里裁判判決と今後の活動
･･･ 判決の概要と支援する会の今後の

理事会便り
4/24 理事会の決定事項等

動きについて報告、長野協会として引
き続き支援を強めることを確認した。
◇裁判闘争が東京高裁へ移るため保団
連へも協力を要請する。
3. 敷地内禁煙について ･･･ 世界禁煙
デーまでに①喫煙者ゼロ、②敷地内全
面禁煙とする理事提案について協議。
◇喫煙者ゼロは個人の問題もあり、協
会として敷地内禁煙について協議。医
療団体として敷地内禁煙は当たり前、
従前から屋内禁煙を実施しており改正
健康増進法の受動喫煙防止対策上の第
二種施設として法令遵守している、直
ちに敷地内全面禁煙は難しいため当面
は喫煙所設置など検討したらどうかな
ど意見があり、継続協議とした。
4.「一粒の麦　荻野吟子の生涯」製作
協力の依頼 ･･･ 映画の製作協力券、寄
付金の依頼があり、協会として３万円
の寄付と会員への案内を決定。
5. 信州市民アクション 6.9 集会への協
力 ･･･ 会長に呼びかけ人就任及び集会
への参加依頼があり、会長一任とした。
6. 原発事故避難者向けの無料検診へ
の協力要請 ･･･ 福島第一原発事故で県
内に避難している方を対象とした、甲
状腺超音波検査及び診察への協力要請
について、専門分野の役員、会員に個
別に打診する。

6 月 25日まで募集中！
最高保険額を一部引き上げた「グルー
プ保険」と利便性のある「保険医年金」

保険かわら版
患者は、算定日数上限の除外対象患者
であれば、これまで通り算定できる。
Q ４：入院外の要介護・要支援者で、
算定日数上限を超えたため疾患別リハ
ビリテーションを算定できなくなった

場合、選定療養としてリハビリテーシ
ョンを実施することは可能か。
A ４：実施することはできない。（2019
年 4 月 17 日厚労省疑義解釈改変）


