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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

長野静脈瘤クリニック 血管外科 380-0826 長野市北石堂町 1437 番地メ
インビル 3 階 026-266-0151

〔開〕医療法人社団 康
静会 理事長 岡本 慎一

〔管〕岡本　慎一
常勤 1 無 2019/12/1

若林整形外科クリニック 整形　リハ 399-0026 松本市寿中二丁目 1567-1 0263-31-5877 個人・若林　真司 常勤 1 無 2019/12/1
こまつ内科・消化器内科ク
リニック

内　消化器内科　
肛門外科　外 389-0206 北佐久郡御代田町大字御代田

2333 番地 2 0267-31-5411 個人・小松　信男 常勤 1 無 2019/12/1

めいデンタルクリニック 歯 390-0852 松本市島立 647 番地 2　山田
ビル 1 階西 0263-50-5377 個人・伊東　絵里子 常勤 1

非常勤 2 無 2019/12/1

河合歯科医院 歯　矯歯　小歯　歯外 399-8201 安曇野市豊科南穂高 768-4 0263-31-5083 個人・河合　佑亮 常勤 1 無 2019/12/1

　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。11/1 ～
11/30 間は、医科３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

1350 名（医科 755 名、歯科 595 名）
12 月１日現在

理事会便り
11/26 理事会の決定事項等

活 動 日 誌

保険かわら版

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：
40 出席役員：宮沢会長 , 市川 , 林（春）,
奥山各副会長 , 林（賢）, 布山 , 伊佐津 ,
米田 , 池上各理事 , 宮沢事務局長 , 議長：
布山理事
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認 ･･･10 月度理
事会の議事要録を了承した。
2. 会務報告・会計報告 ･･･10 月度は
入会３名退会２名で 11 月 1 日会員数
は 1350 名。◇保団連国会行動、妊産
婦医療費等に関する県庁記者会見など
医療運動について報告◇ 11 月の講習
会は閉院・継承セミナー 42 名、歯科
法律トラブル 22 名、医療トラブルへ
の法的対応 35 名の参加があった。◇
８月会計報告を承認◇県人事院勧告に

基づき事務局員の冬季賞与を支給す
る。◇保険医年金募集状況について、
秋の募集は月払いが昨年度より微増、
一時払いは 30 口弱減少した。◇台風
被災救援募金について引き続き協力を
呼びかける。
■協議事項
1. 医療情勢…診療報酬本体マイナス
改定を提言する25日の財政審の建議、
診療報酬改定の動向、市販類似薬の保
険外し、情報開示度が低い不透明な薬
価制度、公立・公的病院の公表問題、
紹介状なしの病院受診の定額負担の拡
大など中心に報告、協議。
2. 患者署名への取組…保団連の必ず
ストップ患者・利用者の負担増署名に
年始から取り組む。◇署名数を増やす
ために、健康講座にも応じる旨の案内
をしつつ、老人クラブや介護施設へ署
名協力依頼を行う。
3. 妊婦歯科健診自治体陳情…12 月議
会では 31 自治体に陳情予定。◇今回
提出できなかった自治体には次の議会
に向けて準備する。

4. 妊産婦医療費助成制度創設…12 月
の県議会への陳情書（案）について字
句修正のうえ了承。この件に関して県
議会議員らとの懇談も追及する。
5. 災害復旧対策…医療機関の復興支
援制度として、医療施設等災害復旧費
補助金、グループ補助金、地域企業再
建支援事業（自治体連携型補助金）の
内容と問題点について報告。◇市川副
会長から 11 月の保団連理事会に災害
時の共済制度新設の検討を提案。その
回答について報告があった。独自の共
済制度の創設は保険業法からできない
ことから既存の損保商品の取扱いが検
討課題となる。
■保団連大会
保団連活動方針案の内容と大会に向け
た発言通告の準備を行った◇地域医療
構想、医師偏在問題、消費税への今後
の対応などについて意見が出された。
次回理事会で再度協議する。
■定期総会の準備
1. スケジュールの確認…総会までの
スケジュール等について確認した。◇
役員改選の告示は長野新聞にて会員に
アナウンスする。
2. 議案書骨子の検討総会議案書につ
いて骨子（案）にもとづき次月以降協
議していくことを確認した。

11/1 長野県国保運営協議会
11/2-3 保団連歯科社保研修会が愛知
にて
11/7 保団連国会行動が東京にて
11/8 特養あずみの里裁判第２次署名
提出行動が東京にて / 社保協運営委員
会 / 社保協国保部会
11/10 保団連理事会が東京にて / 閉
院承継セミナー
11/12 歯科部会
11/15 特養あずみの里裁判無罪を勝
ち取る会事務局会議
11/17 審査指導担当者会議が東京に
て / 歯科法律トラブルセミナー
11/18 妊産婦医療費等に関する県庁
記者発表
11/23-24 保団連政策部会 / 地域医療
対策部会、交流集会
11/24 医療トラブルへの法的対応セ
ミナー
11/26 理事会
11/28 保団連国会行動、歯科署名提
出集会が東京にて

締切 1/31　契約日 4/1

54 歳・59 歳・64 歳の先生へ

この機会に是非ご検討ください！

　もしものケガや病気で休んだ時の備
えは出来ていますか？休業中でも、人
件費 ( 代診 ) や医薬品、材料費、リー
ス代、診療所の家賃、水道光熱費・・・
さまざまな経費が掛かります。そんな
休業時の備えは「開業医共済休業保障

制度」がサポート致します。   
　本制度は、契約時年齢により口数上
限があり、2019 年８月１日時点のご
年齢が下記の先生におかれましては、
今回が下記口数でのラストチャンスの
募集となります。　
　特に64歳の先生におかれましては、
次回以降はお申込が出来ませんので是
非ご検討ください。

　　　　　

共済だより
開業医共済休業保障

現在募集中！

54 歳 → ８口契約のラストチャンス

59 歳 → ５口契約のラストチャンス

64 歳 → 契約できるラストチャンス

Q1：初・再診料の休日加算について、
年末年始の取扱いはどのようになるか。
A1：休日加算の対象となる休日とは、
日曜日、国民の祝日、年末年始であり、
年末年始は 12 月 29 日～ 1 月 3 日が
対象となる。
Q2：12 月 30 日は休日の扱いだが、
診療日として通常通り診療している場
合は、初・再診料の休日加算が算定で
きるのか。

A2：休日を診療日としている医療機
関の場合、原則として診療時間内は休
日加算は算定できない。ただし、夜間・
早朝等加算の施設基準を満たす診療所
の場合は、診療時間内のすべての時間
帯で夜間・早朝等加算が算定できる。
なお、小児科（小児外科を含む）を標
榜する医療機関が 6 歳未満の乳幼児
を診療した場合は、診療時間内であっ
ても休日加算が算定できる（小児科特
例）。
　したがって、年末年始期間中を診療日
としている場合、下表の取扱いとなる。

区分 時間内
時間外

深夜以外 深夜

診療日とし
ている場合

夜間早朝等加算の基準を満た
す診療所（届出不要）

夜間・早朝
等加算

休日加算 深夜加算

夜間早朝等加算の基準を満た
さない医療機関

加算なし 休日加算 深夜加算

小児科標榜医療機関で 6 歳未
満の乳幼児が受診した場合

休日加算
（小児科特例）

休日加算 深夜加算

休診日 ― 休日加算 休日加算 深夜加算

年末年始（12 月 29 日～ 1月 3日）の加算の算定可否

Q3：投薬について、麻薬、向精神薬、
薬価収載１年以内の新薬など１回 14
日分を限度とされている薬剤を、年末
年始を理由に 14 日を超えて処方する
ことはできるか。
A3：１回 14 日分を限度とする薬剤に
ついて、海外渡航や年末年始等特殊の
事情がある場合は、必要最小限の範囲

で 1 回 30 日分まで投与できる。特殊
の事情により長期投与した場合は、レ
セプトの「摘要」欄又は処方箋の「備考」
欄にその理由を記載する。なお、１回
30 日分（又は 90 日分）を限度とさ
れている薬剤については、30 日（又
は 90 日）を超えて投与することはで
きない。

年末年始の取扱い


