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Q1：難病に関する公費（難病法に係
る特定医療費助成制度：法別 54）を
持っている患者で、受給者証に記載さ
れている疾病とそれ以外の疾病に関す
る診療が混在する場合、どのように算
定すればよいか。

A1 ： 難病とそれに付随して発現する
傷病は公費対象となるが、それ以外の
疾病に関する診療は公費対象外とな
る。例えば、難病に関する検査と、難
病以外に関する処置があった場合、検
査は公費対象、処置は公費対象外とし
て算定する。なお、初・再診料のよう
に公費対象・公費対象外の両方に係る
点数（分けられない点数）については、
難病に関する診察があった日は公費対
象として算定する。

Q2：難病公費がある患者で、同日に、
難病とそれ以外の疾病に対する投薬が
あった場合、処方料・処方箋料はどの

ように取り扱えばよいか。

A2 ： 難病に関する投薬と、難病以外
の投薬が同時にある場合は以下のよう
に取扱う。

①院内処方の場合：処方料、調剤料、
調剤技術基本料は公費対象となる。
薬剤料については難病に関する薬剤
は公費対象、それ以外の疾病に対す
る薬剤は公費対象外となる。
②院外処方の場合：難病に関する薬
剤が 1 剤でも含まれている場合は、
処方箋料は公費対象となる。なお、
公費対象と対象外の薬剤が混在する
処方箋を交付する場合は、どの薬剤
が公費対象なのか調剤薬局が分かる
ように記載する必要がある。また、
公費分と公費対象外分として処方箋
を 2 枚に分ける方法もあるが、この
場合も処方箋料は 1 回のみの算定と
なる。

９月に医科医療機関向けに『公費負担
医療の手引き』の説明会を開催します。
詳しくは本紙同封のチラシをご覧くだ
さい。

　保険医年金の募集が９月１日から開
始されます。保険医年金は、積立金総
額が１兆２千億円を超えるスケールメ
リットを持つ日本有数の私的年金で、
現在の予定利率は 1.259% ですが、昨
年度は配当率 0.185% を含め運用実績
が 1.444% となりました。
　月払は通算 30 口まで、ライフプラ
ンに合わせた加入・増口が可能で、老
後の生活設計に合わせて一時払での積
み増しも可能です。また急な出費の場

合には口数単位で一時金として請求が
でき、払込が困難になった時には掛金
を一時中断することもできますので、
非常に利便性に富んだ制度となってお
ります。もちろん、加入から５年以上
経過すれば、お申出により 10 年、15
年、20 年の期間を選択し、年金とし
て受給することもできます。
　協会に登録された生保職員が普及員
証を提示の上訪問致しますので、是非
ご引見のうえ、詳しくお聞きください。
なお、直接保険医協会にお電話（０２６
－２２６－００８６）頂いても構いま
せんので、ご検討頂きますようお願い
致します。

長野県保険医協会の会員数

1,355 名（医科 756 名、歯科 599 名）
8 月１日現在

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 , 米田 , 多
田 , 池上各理事 , 宮沢事務局長 , 議長：
市川副会長
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認 ･･･ ６月度理
事会の議事要録を確認した。
2. 会務報告・会計報告 ･･･ ６月度は
入会３名、退会７名で会員数は４名
減少し 1359 名となった。◇開業医共
済と８月以降事務委託契約を締結し
た。◇日本スポーツ振興センターとの

懇談、参議院選挙アンケートの実施、
医院承継アンケートの実施など活動報
告。８月の社保協代表者会議で滋賀県
野洲市の現職市長の講演が開催される
ことなど紹介。◇４月度会計報告を了
承した。
3. 歯科部員の承認 ･･･7 月度歯科部会
にオブザーバー参加の岡野会員の部員
承認を行った。
4. 保険医年金・グループ保険 ･･･ 前
半期の普及結果について報告。グルー
プ保険は３億 1500 万円、保険医年金
は月払い 127 口、一時払い 201 口。
保険医年金は昨年度実績を若干上回
る。
■協議事項
1. 事務局員採用・面接候補者の選考
･･･7 月 20 日の筆記試験参加者 12 名
の第二次選考を行い、8 月の面接試験

への合格者４名の選考を行った。◇面
接日：8/22（木）夜 7：00 又は 7：
30 開始とし、場所は長野県保険医協
会事務所。◇選考委員による面接後に
協議の上、採用者を８月度理事会へ報
告する。
2. 情勢並びに医療運動対策 ･･･ 参議
院選挙後の保団連の運動提起について
報告◇診療報酬会員署名の第一次案に
ついて討議した。①要望趣旨、要望項
目について概ね了承、②損益額の数値
について中医協の医療経済実態調査の
資料を基に確認した、③物価の推移と
診療報酬の改定率なども署名活動を行
う上でのサブ資料としてつけるなど保
団連に意見をあげていく。
■医療運動
1. 参議院議員選挙結果と当選議員と
の懇談 ･･･ 今回の参議院選挙の評価や
当選議員の政策アンケートの回答など
意見交換した。◇当選した羽田氏と８
月～９月で地元での懇談を求める。
2. スポーツ振興センターとの懇談結

理事会便り
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診療科名 郵便番号 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日
川中島Ｆメンタルクリニック 心内　精 381-2226 長野市川中島町今井 1478-2 026-284-5568 個人・福家　知則 常勤 1 無 2019/8/1
しののい歯科矯正歯科医院 歯　矯歯　歯外 388-8006 長野市篠ノ井御幣川 625-2 026-292-2076 個人・荻場　明子 常勤 1 無 2018/8/1

　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。7/1 ～ 7/31
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 .

果と今後の対応 ･･･ 懇談の概要を参加
役員及び事務局より議論は平行線であ
ったことが報告された。◇引き続き、
国会議員への要請や議員を通じた文科
省要請など検討していく。
3. 妊産婦医療等アンケートまとめと
今後の運動対策 ･･･ 妊産婦医療費助成
は６市町村、妊婦健診、産婦健診など
は国の基準に基づきほぼ実施されてい
るが、歯科健診については市町村の
1/3 程度であった。◇アンケート結果
は精査、市町村の確認を経て、報道発
表し、同時に協会の今後の活動などを
アピールしていく。
■その他
1. 所得税法 56 条の廃止を求める請願
への協力 ･･･ 例年通り団体署名に協力
する。個人署名の協力依頼については
見送る。

「転ばぬ先の杖」という言葉があるが、それでも転んでしまう場合もある。

私は昨年、まさかと思う階段の踏み外しをしてしまい、転落して足の踵

骨を骨折してしまった。近医を受診したところ、予想外の事態で手術が必

要と診断されて、他の医療機関に入院することになってしまった。

開業している医師歯科医師にとって、仕事ができない期間は「無職状態」

となり、収入が途絶えるだけでなく、従業職員の給与も支払えなくなって

しまう。

かつて、共済規制の下で自主共済の保団連休業保障の募集が停止した頃、

会員のために新たな制度を模索する中で「開業医共済休業保障制度」が誕

生した。

今回、この「開業医共済休保」と「保団連休保」にお世話になり、安心

して手術を受けて入院することができた。特に「開業医共済休保」は入院

の初日から給付が受けられるため大変助かった。

「開業医共済制度」未入会の先生方に、明日の臨床の安心安全のために、

数々の利点があるこの共済制度をお薦めする。　　　　　　（男性・歯科医師）

＜加入者の声＞

開業医共済休業保障制度を利用して

共済だより
保険医年金の募集が
開始されます

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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