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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

大門ヒルズクリニック 内　外 380-0832
長野市大字長野東後町 36-3
表参道大門ヒルズ２階

026-219-6615 個人・塚本　旬
常勤 1

非常勤 1
無 2019/11/1

きくち歯科クリニック 歯　小歯　歯外　矯歯 385-0051 佐久市中込 3639-52 0267-88-7775 個人・菊池　隆治 常勤 1 無 2019/11/1

　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。10/1 ～
11/30 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 .

長野県保険医協会の会員数

1,350 名（医科 755 名、歯科 595 名）
11 月１日現在

理事会便り
10/29 理事会の決定事項等

活 動 日 誌

保険かわら版
2020 年１月１日加入分の保険

医年金掛金について

　９月～ 10 月にかけて行われました
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。
　10 月 25 日で締め切ら
せて頂いた保険医年金の
2020 年１月１日加入分ですが、「月
払」については 12 月 26 日の口座振
替より引落致しますが、「一時払」に
ついては引落ではなく先生からお振込
頂くものとなっております。12 月初
旬に大樹生命より別途ご案内の通知が
ありますので、12 月 20 日までに協

会指定口座へお振込頂きますようお願
い致します。
保険医年金「一時金請求」の

年末年始の取扱いについて

　本年中の着金を希望される場合は、
当協会に 12 月 13 日までに書類が届

く必要があります。なお、
税制上の一時所得の発生年
度は、生命保険会社の送金

手配日での判断となりますので、年明
け着金の場合でも生命保険会社の送
金手配日が年内の場合は 2019 年の扱
いとなります。税制上の発生年度を
2020 年扱いとする場合は、その旨ご
連絡頂くか、年が明けてから請求して
ください。

9/12 公費負担医療の手引き説明会（上
田）
9/13 長野県社会保障推進協議会（社
保協）運営委員会 / 社保協国保部会
9/14-15 保団連病院有床診セミナー
9/15 羽田雄一郎議員との懇談
9/18 特養あずみの里業務上過失致死
事件裁判で無罪を勝ち取る会
9/19 公費負担医療の手引き説明会（松
本）
9/23 歯のなんでも電話相談（464 号
5 面参照）
9/24 理事会（464 号 6 面参照）
9/26 保険で良い歯全国連絡会（電話
会議）
9/27 地域医療委員会
10/3 北信越ブロック事務局長会議（電
話会議）
10/4 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
10/8 歯の供養祭（464 号 5 面参照）
10/8 歯科部会
10/11 社保協運営委員会
10/12 保団連歯科理事会議が大阪で
10/13 保団連理事会が大阪で
10/12-13 保団連医療研究フォーラム
が大阪で
10/14 タクティールケア講習会
10/17 保団連国会行動・国民集会が
東京で（464 号 1 面参照）
10/19-20 全国会長理事長会議が東京
で
10/23 正副会長会議
10/24-25 保団連医科社保担当事務局
研修会が大阪で
10/29 理事会（本号６面参照）
11/1 社保協事務局会議

長野 , 松本 , 佐久の 3 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）, 神谷 , 布山 , 伊
佐津 , 米田各理事 , 宮沢事務局長 , 議長：
林（春）副会長
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認 ･･･ ９月度理
事会の議事要録を了承した。
2. 会務報告・会計報告 ･･･ ９月度は
退会 4 名で 10 月 1 日会員数は 1349
名。◇会員の被災状況確認、関係機関
への要請、窓口対応等の FAX ニュー
スの配信、保団連会長らと宮沢会長が
被災医療機関訪問（21 日）などを報告。
◇ 7 月度会計報告を了承した。
■協議事項
1. 情勢並びに医療運動対策 ･･･ 医療
の民主化改革野党議連の動きについて
会長より中島衆議院議員（医師）の山
梨での講演会の報告があり、11 月の
国会行動で面談を申し入れる。
2. 台風 19 号被災への対応 ･･･ 現時点
の調査状況を報告、被害の大きかっ

た床上浸水 5 件のうち 2 件が当面診
療所の再開が困難な見通し。その他
床下浸水、停電、断水、下水関係で
診療困難な状況があった。会員の被
災状況については引き続き調査する。
◇ 11/17 の国会行動での緊急要請、
11/21 に被災者の一部負担金免除で
市町村へ要請した。◇被災者の医療や
被災医療機関支援のための今後の対応
①被災した協会会員の支援募金活動を
協会独自に行う。会員からの募金は寄
付金にはならないが特別会費として徴
収することとし、募金特別会費と医療
機関の経費にできることを確認した。
◇協会の見舞金規定は未整備だが、被
災医療機関の訪問時に保団連と協会の
連名で見舞金を支給したことを報告。
3. 保団連患者署名（案）の検討 ･･･
保団連の患者署名案について、概ね了
承。紹介なし受診への対象病院の拡大
なども負担増計画の項目に盛り込んだ
らどうかとの意見があった。◇保団連
作成のチラシについて、表現に若干正
確性を欠く部分があるが活用する。
4. 県知事への要望 ･･･ 地域医療委員
会の協議をふまえ整理した要望項目に
ついて協議、了承した。また、今回の
災害などからの医療機関の復興支援に
ついて項目を追加する。
■妊産婦医療等

1. プレス発表は災害の関連で延期、
再調整。
2. 妊産婦医療費助成の県議会請願 ･･･
現在国に対して要望している内容で、
県議会から意見書をあげることを求め
る陳情活動を行う。
3. 妊婦歯科検診の自治体陳情 ･･･10
月に地区の歯科医師会に未実施市町村
への陳情への賛同・連名の呼びかけを
行ったが、1 地区歯科医師会より賛同
連名の承諾があった。12 月議会提出
に向けて準備をすすめる。
■保団連、北信越ブロック
市川副会長を引き続き保団連理事とし
て推薦することを確認した。
■協同組合への事務委託費用の増額等
1. 事務委託費用 ･･･ 過去における会
館建設及び太陽光発電設置の議論よ
り、将来的に事務委託費用はなくすこ
と、家賃は減額していく方向で双方合
意していることを確認。◇上記の実現
に向けた道筋のための具体的な組合と
しての事業計画を再提案いただき、今
回の事務委託費用の増額の申し出につ
いて再協議することとした。
2. 家賃保証金について ･･･ 年度内に
貸付金はいったん組合から返済した上
で、家賃の保証金とする賃貸契約を締
結することを了承した。
■定期総会の準備 
1. 記念行事及び運営について ･･･3/22

（日）・松本市で記念行事について新点
数検討会とする
2. 役員改選について ･･･ 新理事につ
いて推薦をいただき、会長及び事務局
長の個別訪問などで内諾を得ていく。

災害救助法適用地域に住所を有する
被災者について、住家の全半壊、床上
浸水など著しい被害を受けた場合に
は、2020 年 1 月末まで、保険診療の
一部負担金の支払いが免除又は猶予

（以下、支払猶予）される。この場合、
医療機関では患者から一部負担金を徴
収せずに、レセプトで 10 割分を請求
することとなる。

なお、支払猶予を実施している保
険者の情報は随時更新されているが、
協会ホームページにも一部負担金免除

（猶予）保険者掲載システムが掲載さ
れているので、活用されたい。

支払猶予の対象となった患者のレ
セプト（10 割を保険請求するレセプ

ト）については、レセプト欄外上部に
赤色で 災１と記載し、入院レセプト
の「負担金額」の項、入院外レセプト
の「一部負担金額」の項について「支
払猶予」の字句を○で囲む。なお、電
子レセプトの場合は、レセプト共通レ
コードの「レセプト特記事項」に「96」、
保険者レコードの「減免区分」に「３：
支払猶予」、摘要欄の先頭に「災１」
と記録する。
　また、支払猶予の対象となった場合
は、患者負担分がゼロであるため、保
険優先の公費負担医療（難病法に係
る特定医療費助成制度【法別番号 54】
などの「公費併用レセプト」となるも
の）の対象にならない。このため、従来、
公費併用レセプトとして請求する患者
もレセプトは医保単独となり、公費負
担者番号及び公費受給者番号は記載せ
ず、摘要欄に、「公費負担医療」など、
公費負担医療の受給者である旨を記載
する。

台風 19 号被災者の医療
一部負担金を免除・猶予し
た場合のレセプト記載

共済だより


