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Q1：在宅自己注射指導管理料の導入
初期加算は、「新たに在宅自己注射を
導入した患者に対し、３月の間、月１
回に限り算定する。」となっているが、
例えば、４月に初回の指導を行った場
合、４月、５月に在宅自己注射指導管
理料を算定し、導入初期加算も算定し
た。その後、６月に来院がなく７月に
来院した場合、７月に３回目の導入初
期加算を算定できるか。

A1：算定できない。導入初期加算は、
初回の指導月から起算して３月以内の
期間に在宅自己注射指導管理を行った
場合に算定できるものであり、この例
では７月は４か月目に該当するため算

定できない。

Q2 ： 新たに在宅自己注射を導入し導
入初期加算の算定を行っている患者
が、途中で保険医療機関を変更した場
合、変更後の医療機関で改めて３月間
算定できるか。

A2 ： 算定できない。導入初期加算の
算定途中で医療機関が変更となった場
合は、変更前の医療機関から通算して
３月間の算定となる。

Q3 ： 導入初期加算は、自己注射導入
時の３月間とは別に、処方内容に変更
があった場合に、さらに１回算定でき
るとされているが、どのよう場合が該
当するか。

A3 ： 注射薬の一般名が異なる薬剤に
変更した場合が該当する。ただし、過
去１年以内に使用した薬剤と一般名が
同じ薬剤に変更した場合には、算定で
きない。

活 動 日 誌

　５月～６月にかけて行われましたグ
ループ保険及び保険医年金の普及キャ
ンペーンでは、多くのお申込を頂きあ
りがとうございました。この場をお借
りして厚くお礼申し上げます。
　県保険医協会が運営している死亡保
障であるグループ保険について、キャ
ンペーン期間中に特にお申出がなかっ
た加入者につきましては、そのまま
2019 年８月１日で自動更新となりま
すことをご了承下さい。また、66 歳
ランクに移行した関係での自動減額や
制度脱退、お申出による増額・減額・
脱退をされた方については、７月 26
日（８月分）の保険料引落より変更が
ございますのでご確認をお願い致しま
す。
　また、保険医年金につきましては、
９月１日が加入日となります。「月払」
については、口座振替となっておりま

すので初回掛金は８月 26 日（９月分）
からご指定の口座より引落となります
が、「一時払」については、先生から
お振込いただくものとなっておりま
す。８月初旬に大樹生命より別途通知
がございますので、８月 20 日までに
協会指定口座へお振込いただきますよ
うお願い致します。
※ 2019 年 4 月 1 日より三井生命は大

樹生命に社名変更致しました。

長野県保険医協会の会員数

1,359 名（医科 758 名、歯科 601 名）
7 月１日現在

共済だより

　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

長野 , 松本 , 佐久 , 駒ヶ根の４地区結
ぶ Web 会議にて開催 .19：30 ～ 21：
30 出席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）,
奥山各副会長 , 伊佐津 , 布山 , 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 ･･･4 月度議事 
要録を承認した。 
2. 会務報告・会計報告 ･･ ５月度は講
習会及び共済などで入会９名、退会２
名で６月１日の会員数は 1363 名。◇
歯科総決起集会と国会行動での署名提
出、福祉医療改善をすすめる会、国保
全県交流集会、6.9 信州市民アクショ

ン集会、各種講習会、あずみの里裁
判無罪を勝ち取る会事務局会議など報
告。◇開業医休保の 8/1 加入の申し
込みは 9 件 41 口と報告。◇３月度会
計報告を承認、決算処理ののちに会計
監査を行う。
3. 紙折り機の購入 ･･･ 故障・修理不
能のため、新規購入を承認した。
4. 開業医共済協同組合との事務委託
等契約について ･･･ ７月の開業医共済
協同組合理事会で提案予定の事務委託
費用５万円、機器使用料３万円での契
約について承認。
5. 新規事務局員採用関連 ･･･ 応募状
況の報告並びに筆記試験に向けた選考
基準及び今後のスケジュールを確認し
た。
■協議事項　
1. 医療運動 ･･･ 年金老後 2000 万円報
告書、参議院選の動向、骨太方針等政

府４計画、妊婦加算再開報道、マイナ
ンバーとオンライン資格確認、支払基
金改革と審査基準統一化などについて
情勢報告。
2. あずみの里裁判支援 ･･･ 全国紙６
月号に控訴審に向けた新たな要請署名
を折込取り組むことを確認した。当面
は８月末締切で署名を集約する。◇中
央での学習会開催などの動向を報告す
るとともに、長野県の無罪を勝ち取る
会の事務局団体へ参加することを承認
した。
3. 日本スポーツ振興センターへの要
望 ･･･ ６月 27 日（木）に審査第二課
と懇談が決定し、役員３名が参加する。
4. 妊産婦医療費、健診の実態調査 ･･･
調査結果速報について報告。妊産婦医
療費助成は６市町村で実施を確認、歯
科の妊産婦健診は全市町村の 1/3 に
留まることなどが報告された。◇回答
を精査の上、地域医療委員会で分析す
る。協会の活動のアピールも含めて報
道機関へ調査結果を公表する。

6/25 理事会（本紙 6 面参照）
6/25 特養あずみの里業務上過失致死
事件裁判学習会が東京で
6/27 スポーツ振興センターとの懇談
が東京で（本紙 3 面参照）
6/29 保団連理事会が東京で
6/30 保団連代議員会が東京で（本紙
1,2 面参照）
6/30 特養あずみの里業務上過失致死
事件裁判弁護団会議
7/4 北信越ブロック事務局長会議（電
話会議）
7/5 社会保障推進協議会（社保協）事
務局会議 / 福祉医療給付制度の改善を
すすめる会
7/6「公費負担医療の手引き」編集作
業が東京で
7/9 歯科部会
7/12 社保協運営委員会 / 社保協国保
部会
7/13 保団連理事会が東京で

理事会便り
6/25 理事会の決定事項等

保険かわら版
在宅自己注射の

導入初期加算

診療科名 郵便番号 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日

三本柳整形外科クリニック 整外　リハ　麻 381-2246 長野市丹波島１丁目１-11 026-214-5110 個人・関　一二三
常勤 1　

非常勤 1
17 2019/7/1

長野ひだまり歯科 歯　小歯　歯外 380-0911 長野市稲葉 852-1 026-214-8417 個人・野池　淳一 常勤 2 無 2019/7/1

　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。6/1 ～ 6/30
間は、医科 1 件、歯科 1 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 .

5. 社保協リーフの活用 ･･･ 参議院選
挙に向けた社保協のリーフの活用を決
定、全国紙 6 月 25 号で配布する。
6. 閉院・承継アンケート ･･･ 秋に承継・
閉院セミナーを企画し、現状把握と前
準備を含めて 60 歳以上の開業医会員
にアンケートを実施することとした。
■保団連・北信越ブロック  
1. 保団連代議員会 ･･･ 保団連代議員
会への長野協会の発言通告（提出済み）
について報告。あずみの里裁判支援を
口頭発言とする。
2. 北信越ブロック会議 ･･･ 分科会運
営について特に意見はなく準備資料に
ついて確認した。

グループ保険 ・保険医年金
お申込のお礼と掛金等のお知らせ

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。
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