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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

しおいり小児科医院 小 381-0041 長野市大字徳間 544-16 026-262-1114 個人・塩入　崇弘 常勤 1 無 2019/10/1

佐久平スカイ眼科 眼 385-0029 佐久市佐久平駅南６番地４
Leafy1F・東 0267-78-3936 個人・林　良達 常勤 1

非常勤 1 無 2019/10/1

とこしえ歯科医院 歯外　歯 399-8301 安曇野市穂高有明 7550-7 0263-84-4618 個人・中嶌　哲 常勤 1 無 2019/10/1

　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。9/1 ～ 9/30
間は、医科 2 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 .

長野県保険医協会の会員数

1,349 名（医科 753 名、歯科 596 名）
10 月１日現在

　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

理事会便り
9/24 理事会の決定事項等

活 動 日 誌

＜ 2018 年度グループ保険は

配当なし＞

県保険医協会運営の「グループ保険」
は毎年８月１日から翌年７月 31 日ま
での１年毎に収支計算を行い、剰余
金が発生した場合には配当金として
加入者の先生方にお返ししています
が、2018 年度（2018 年８月１日～
2019 年７月 31 日）につきましては、
死亡保険金１億１千万円の支払もあっ
たことから、今回は配当なしとなりま
したことをお知らせ致します。なお、
生命保険料控除証明書につきましては

10 月末までにお手元に届くよう発送
手配をしています。

＜保険医年金積立金状況及び

控除証明書について＞

　保険医年金の払込掛金は必要経費に
なりませんが、月払掛金、一時払掛金
ともに一般の生命保険料控除の対象と
なり、年１回発行される「保険医年金
積立金のお知らせ」に控除証明書が添
付される形で、こちらも 10 月末まで
にお手元に届くよう大樹生命から発送
手配をしておりますのでご確認をお願
い致します。

共済だより

長野 , 松本 , 佐久 , 駒ケ根の４地区結
ぶ Web 会議にて開催 .19：30 ～ 21：
40 出席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）,
奥山各副会長 , 林（賢）, 伊佐津 , 神谷 ,
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 ･･･8 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月度会
計報告について承認。
3. 事務局員採用の件 ･･･ 前回理事会
後の経過について報告、入局承諾が得
られ、来年１月より新規事務局員を採　
用する。　
4.2018 年度グループ保険配当 ･･･ ５
件１億 1 千万円の保険金支払いがあ
り、配当はゼロとなったことが報告さ
れた。
5. あずみの里裁判支援の募金 ･･･ 東
京高裁での裁判支援のため募金（５万
円）を支出することとした。

■協議事項　
1. 情勢並びに医療運動対策 ･･･ 来年
度予算編成、厚労省の税制改正要望、
健保連の政策提言、全世代型社会保障
改革検討会議の設置、野党の医療の民
主化議員連盟の政策大綱などを報告。
◇ 10.17 国民集会に参加する。国会
行動では妊産婦医療費助成制度の創設
を求める要望なども行う。
2. 署名の取組

（1）診療報酬会員署名 ･･･ 会員向け
の資料を別添に保団連理事会で決定し
た会員署名に取り組むこととした。

（2）保険でより良い歯科署名 ･･･ 現
在の会員参加率、署名筆数について報
告。
3. 生活保護に関する県、福祉事務所
要請 ･･･9/9 に行った県担当者への要
望の結果とその後の聴取について報
告。ブロック会議の資料にその旨の記
載がされたこと、県内で５市の福祉事
務所で行政負担となっていることなど
が確認された。◇県から各福祉事務所
への通知が出される可能性もあるが、
保険医協会として全福祉事務所に対し
て直接要望も行うこととした。
4. 県知事への要望 ･･･2019 年度も県
への要望を行うこととした。◇昨年度

の懇談結果をふまえ新たな要望項目に
ついては地域医療委員会で協議するこ
ととした。
■協同組合への事務委託費用の増額等 
1. 事務委託費用の増額及び貸付金の
今後の取り扱いについて、協同組合の
理事長及び事務局次長より協力依頼と
財政状況等の報告を受けて協議した。
2. 財務諸表の提供や顧問税理士への
確認、貸付金の経過も含めて整理した
上で、次回理事会で再度協議した上で
判断するとして決定を保留した。
■定期総会の準備
1. 定期総会を３月 22 日（日）松本市・
アルピコプラザホテルで開催すること
を決定した。
2. 記念行事については第一候補とし
て一昨年と同様に新点数検討会とする
提案がされたが、希望があれば講演会
なども検討することとした。
■その他 
1. 要介護被保険者の外来維持期リハ
ビリ算定終了の影響調査依頼 ･･･ 保団
連からの依頼に協力することとし、厚
生局施設基準届出の一覧より、県下医
療機関にアンケートをファックスする
ことで対応する。
2. デンタルブックの会員への斡旋（報
告）･･･ 歯科部会で決定したデンタル
ブックのチラシを歯科会員に新聞折り
込みで案内することを了承した。

8/4 保団連理事会が東京で
8/9 県社会保障推進協議会（以下社保
協）運営委員会 / 社保協国保部会
8/10 特養あずみの里業務上過失致死
事件裁判弁護団会議
8/11 長野県技工士会との懇談（462
号 1 面参照）
8/18 介護の未来を守るシンポジウム
/ 摂食・嚥下のメカニズムと誤嚥性肺
炎を防ぐポイント
8/19 歯科部会
8/20 特養あずみの里業務上過失致死
事件裁判を支援する会事務局会議
8/22 新規事務局員採用試験（面接）
8/24 社保協地域代表者会議
8/24-25 保団連政策部会が大阪で
8/27 理事会（463 号 6 面参照）
8/26-27 保団連全国事務局学習会が
大阪で
8/30 佐久地区社保協第１回代表者会
議
8/30 特養あずみの里業務上過失致死
事件裁判の無罪を求める署名提出集会
が東京で
8/31 保団連歯科社保部会が大阪で
9/1 保団連医科歯科合同社保部会が大
阪で
9/1 歯科施設基準対応研修会（463 号
2 面参照）
9/6 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
9/8 保団連理事会が東京で
9/9 長野県健康福祉部地域福祉課生活
保護係への要請（463 号 1 面参照）
9/10 歯科部会
9/11 公費負担医療の手引き説明会（飯
田）

Ｑ１ ： 被災前の診療で投薬をしたば
かりの患者が、被災により薬を無くし
てしまった。被災後に改めて診察し、
同じ薬を処方する場合、保険診療とし
て扱うことができるか。

Ａ１ ： 保険診療として扱うことがで
きる。処方箋や、処方された薬を患者
がなくしてしまった場合、その紛失が
患者の過失である場合は、再交付の処
方箋や薬は自費扱いとなるが、被災に
よる紛失については患者の過失とは言
えない。そのため、薬を無くした患者
が受診した場合、診察料、処方料・薬
剤料、処方箋料はいずれも保険診療と
なる。

Ｑ２ ： 被災地の保険医療機関師等が、
各避難所を自発的に巡回し診療を行っ
た場合、保険診療として取り扱うのか。

Ａ２ ： 保険診療として取り扱うこと
はできない（都道府県知事の要請に基
づき、災害救助法の適用となる医療に
ついては、都道府県に費用を請求する。
なお、当該費用の請求方法については、
都道府県に確認されたい。）

Ｑ３ ： 被災地の保険医療機関におい
て、通常外来診察を行っている患者に
訪問診療を行った場合に、訪問診療料

（歯科診療にあっては、歯科訪問診療
料）は算定できるか。

Ａ３：居宅で療養を行っており、疾病、
傷病のために通院による療養が困難な
ものに対しては訪問診療料（歯科訪問
診療料）を算定できるが、疾病、傷病
から通院による療養が可能と判断され
るものに対しては、訪問診療料（歯科
訪問診療料）の算定はできない。（通
常の訪問診療料等の規定のとおり）

（Q ２、Q ３については、令和元年 10
月 15 日厚労省保険局医療課・老健局
老人保健課連名　事務連絡より抜粋）

保険かわら版
台風 19号災害に伴う

保険診療の取扱い
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