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医療機関名称 診療科名 郵便番号 医療機関所在地 電話 開設者・管理者 従事 病床 指定日
すがわら整形外科クリニック 整外　リハ 386 － 0407 上田市長瀬３５８４－２ 0268-42-5865 菅原　崇博 1 無 2020 年 11 月 1 日

　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 ～
10/31 間は、医科 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

1344 名（医科 745 名、歯科 599 名）
11 月 2 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
10/27 理事会の決定事項等

活 動 日 誌

保険かわら版

長野会場と各理事宅を結ぶ Web 会議
にて開催。19：30 ～ 21：05 出席役員：
宮沢会長 , 市川 , 奥山 , 林（春）, 八重
樫各副会長 , 雨宮 , 池上 , 林（賢）, 布
山 , 三田 , 山崎 , 米田各理事 , 議長：市
川副会長
■報告・承認事項
1. 前回議事要録は発言の趣旨が分か
るように一部文言を修正し、承認した。
2. 10 月度会務報告、7 月度会計報告
を了承した。
3. 2021 年 1 月保団連代議員会の実施
方法について、Web 会議で開催する
ことを了承、保団連に報告する。
4. 地域医療と公立・公的病院を守る
長野県連絡会の陳情…安全・安心の医

10/27　協会理事会
10/29 地域医療と公立公的病院を守
る長野県連絡会、医療運動対策合同会議
10/30　下条みつ議員との Web 懇談
10/31　「保険でよい歯科医療を」全
国連絡会総会
11/1　保団連歯科全国交流集会
11/5　北信越ブロック事務局長会議
11/6 社保協事務局会議、県議団との
懇談（福祉医療給付制度の改善をすす
める会）、務台俊介議員との Web 懇談
11/8　保団連理事会
11/9　全国事務局長会議
11/10　歯科部会
11/12　署名提出国会集会、保険で良
い歯科医療を全国連絡会世話人会
11/13　社保協国保部会
11/14 歯科社保・審査対策部会
11/15　地域医療を守る長野県シンポ
ジウム
11/17　正副会長会議
11/18　「保険でより良い歯科医療を」
長野連絡会事務局会議、北信越ブロッ
ク歯科担当者会議

療・介護の実現と国民のいのちと健康
を守るための市町村議会への陳情につ
いて、長野県連絡会として取り組むこ
とを了承。また、11 月 15 日の同連
絡会主催のシンポジウムに会長他役員
が参加していく。
■協議事項
1. 医療運動…10 月中旬から会員及び
県内団体等に協力依頼しているクイズ
はがき、署名については 10 月 27 日
時点でクイズ応募 516 枚、署名 870
筆の返信が来ている。第一弾の署名は
これまで懇談してきた議員らを紹介議
員とし、保団連に送付する。2. 新型
コロナウイルス感染症対策…診療・検
査医療機関（仮称）は 10 月 26 日に
県が 491 医療機関を指定と発表。他
県の動向も含めて報告の上、各地区で
の指定状況や医療機関の受け止めなど
について情報交換した。◆緊急包括支
援金（医療分）について申請サポート

を含めて 11 月時点の申請状況につい
て会員アンケートを行うこととした。
◆県選出国会議員の藤野、武田、下条、
務台 4. 議員とのリモート懇談を実施
していく。◆保険で良い歯科医療を全
国連絡会からの運動提起を受け、歯科
を含むすべての医療機関、歯科技工所
への支援を求める要請活動を長野の連
絡会（加盟団体連名）として実施する
ことを決定した。また、市町村への要
請も含めて、協会として国や自治体に
対して更なる要望をまとめていく。
3. 個別指導に関する厚生局長野事務
所への要請結果は次回協議する。
■その他…乳腺外科委裁判支援とし
て、保団連や日本医師会が東京高裁で
の逆転有罪判決に対して抗議を行って
いる。裁判経過等について学習し、協
会として裁判支援をすることを決定し
た。今後、東京保険医協会や支援団体
と相談しつつ、具体的な活動を行って
いく。

2021 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 2021 年１
月１日加入分ですが、「月払」につい
ては 12 月 28 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 21 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

　本年中の確実な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 2020 年の扱いとなりま
す。税制上の発生年度を 2021 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。

共済だより

慰労金・支援金アンケートご協力のお礼
11 月に長野協会が実施いたしました、新型コロナウイルス感染症緊急包括支

援事業（医療分）に関するアンケートにご協力いただきありがとうございました。

アンケートの回答では、慰労金、感染拡大対策支援金への申請をまだ行ってい

ないという回答があり、なかには「申請方法がわからない」といった回答もあ

りました。県保険医協会では慰労金、感染拡大支援金の申請に関する相談も受

け付けております。お気軽にご連絡ください。

　また、感染拡大対策支援金の申請マニュアルを作成し協会ホームページにて

公開しております。Web 申請用と手書き申請用を作成していますのでご参照く

ださい。医科  書籍のお知らせ

2020 年 9 月発刊　　B5 版　　656 頁
会員価格 3,500 円（定価 5,000 円）税・送料込

例年ご好評いただいている在宅医療の手引です。
開業医会員はご注文により 1 冊目無料にてお送りします。
ご希望の方は協会事務局までご連絡下さい。（026-226-0086）

在宅医療点数の手引 －診療報酬と介護報酬－

Q1：他院からの転院患者で、転院前か
ら在宅自己注射（インスリン製剤）を
行っていた場合、当院での初診時に在
宅自己注射指導管理料は算定できるか。
A1：算定できる。ただし、導入初期
加算は自己注射の初回算定（前医での
算定含む）から 3 月以内に限られる
ため、転院時に既に 3 月以上経過し
ている場合は算定できない。なお、同
一の疾病に対する在宅自己注射指導管
理料は 2 以上の医療機関で同一月に
算定することはできないため、転院月
に前医で同管理料を算定している場合
は注意が必要。
Q2：上記Ｑ１の場合レセプトにコメ
ントは必要か。
A2：初診料算定日に在宅自己注射指
導管理料を算定する場合は、転院前か
ら自己注射を導入済みである旨コメン
トするほうがよい。アドレナリン製剤
以外で在宅自己注射指導管理料を算定

する場合は、「在宅自己注射の導入前
に、入院又は２回以上の外来等による
診察により、医師による十分な教育期
間をとり、十分な指導を行った場合に
限り算定する」必要があるため、初診
料算定日に在宅自己注射指導管理料算
定すると返戻になることがある。
がん確定診断後の腫瘍マーカー
Q3：胃がんの確定診断がされている
患者に対して、新たに前立腺がんを
疑ってＰＳＡ検査を行った場合、腫瘍
マーカー検査は算定できるか。
A3：算定できない。悪性腫瘍がすで
に確定している患者の場合、新たに別
の悪性腫瘍を疑って検査を行った場合
であっても、原則として腫瘍マーカー
検査を算定することはできない。ただ
し、肝硬変の患者に対するＡＦＰ等、
悪性腫瘍の確定診断後も腫瘍マーカー
検査料が算定できる場合がある（詳細
は『保険診療の手引』P.603）。なお、
悪性腫瘍が確定し、計画的な治療管理
を行っている場合は、悪性腫瘍特異物
質治療管理料を算定できる。

自己注導入済み患者の転院先での
管理料算定開始に係る取扱い




