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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
未来 ART　OKA レディースクリニック 婦人科（生殖医療） 381-2216 長野市下氷鉋 1 丁目 14 番 1 026-285-0123 岡　賢二 常勤 1 無 2021/1/1
湊歯科医院 歯　小歯　矯歯　歯外 394-0044 岡谷市湊 1-17-15 0266-78-7618 小澤　有美 常勤 1 無 2021/1/1

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。12/1 ～ 12/31 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 .

長野県保険医協会の会員数

1345 名（医科 746 名、歯科 599 名）
2021 年１月 6 日現在

理事会便り
12/22 理事会の決定事項等

活 動 日 誌

12/11　社保協運営委員会、社保協国
保部会
12/16 正副会長会議、北信越ブロッ
ク事務局長会議
12/22　協会理事会
12/23　保団連社保小委員会
1/7　「保険で良い歯科医療を」全国
連絡会世話人会
1/8　事務局会議、福祉医療給付制度
の改善をすすめる会
1/14 総務会議・医療運動推進本部合
同会議、北信越ブロック事務局長会議
1/16　金子勝氏講演会（開業医共済
協同組合）
1/20　「保険でより良い歯科医療を」
長野連絡会事務局会議
1/21　厚労省 Web 懇談

共済だより 保険かわら版
　 保 険 医 協 会 で は 2019 年 度 よ り、
75 歳以上の窓口負担 2 割化や、市販
品のある薬の保険外し、紹介状なしで
の大病院初診の際の定額上乗せなど
の中止を求める患者署名を実施して
います。一定所得以上の 75 歳以上の
高齢者に対する窓口負担 2 割化は 12
月 15 日の全世代型社会保障検討会議
で閣議決定されましたが、施行時期は
2022 年の後半とされてお
り、保険医協会、保団連で
は凍結を求め今後も活動を
継続します。
　また、「クイズで考える
私たちの医療」待合室キャ
ンペーンも実施中でご好評
いただいています。医療問
題に関するクイズに回答し
応募すると抽選で景品が当

長野会場と各理事宅を結ぶ Web 会議
にて開催。19:30 ～ 21:20 出席役員：
宮沢会長 , 市川 , 奥山 , 林（春）, 八重
樫各副会長 , 池上 , 林（賢）, 布山 , 三田 ,
米田各理事、議長：林（春）副会長
■報告・承認事項
1. 11 月度理事会の議事要録を承認した。
2. 12 月会務報告、10 月度会計報告
を承認した。
3. 各種アンケート…技工所アンケー
トを送付したことを報告。◆保団連病
院施設基準調査について、県内病院に
調査票を郵送し、協力することを承認
した。◆ 2020 年度医科歯科学校健診
後治療調査…保団連の全国調査に例年
通り協力することを決定。調査票の内
容については、個別に意見をいただく
か、1 月に地域医療委員会を開催して
協議する。
4.Web 会議・講習用機材の購入…今
後の Web 会議・セミナーのために、
機材強化の提案あり、了承。保団連か
らの支援金も活用する。
■協議事項
1. 医療運動…第三次補正予算、来年
度予算、全世代型社会保障改革会議の

最終報告等を中心に情勢報告。最終報
告に対する理事会声明（案）につい
て一部加筆修正し発表することとし
た。◆新型コロナウイルス感染症対策
…緊急包括支援金（医療分）に関する
要請に対する県回答と対応を報告。実
質ゼロ回答で申請期限延長の意向なし
のため、17 日に厚生労働大臣に要望
書を提出、県選出国会議員らにも働き
かけを依頼した。県担当者に申請状況
や交付決定状況などを聴き取り、会員
には申請サポートを含め、申請を促す
ニュースを発行したことを報告。◆診
療・検査医療機関等、発熱外来体制に
関する県への要望等…医科保険委員会
の議論をもとに、県並びに国への要望
書について了承した。県に対しては保
健所の強化、発熱患者への受診方法の
周知、感染発生状況の医療機関へ情報
提供、診療報酬の評価がない相談業務
への補助創設などを求める。
2. 保団連代議員会…長野協会からの
発言通告のテーマ・内容について協
議、感染症拡大に対する医療機関への
支援、全世代型社会保障検討会議「最
終報告」、日歯の歯科ビジョン、歯科
技工士問題などについて、発言してい
くこととした。
3. 第 42 回定期総会の準備…開催方法
は、総会全体を Web 会議とする方向
で、次回理事会に運用方法など提案す

る。記念講演は Web 配信とし、講師
依頼をし日程を確定していく。懇親会
の実施については、次回理事会で協議
する。◆議案書骨子（案）…来年度の
活動方針を中心に議案書に盛り込む項
目、内容について提案、1 月度理事会
で原案を討議、2 月度理事会で決定す
ることとした。
4. 乳腺外科医裁判支援…11 月に弁護
団は上告趣意書を提出、長野協会とし
て会員に外科医師を守る会の署名・募
金を呼び掛けるとともに、団体として
募金することを決定した。
5. 役員忘年会又は新年会を Web 形式
で試行することとした。

「ストップ！負担増」患者署名、クイズ

　　　 引き続きご協力ください
たるキャンペーンで、応募締め切りは
3 月 8 日着分までとまだ期間がありま
す。患者さん、スタッフさんなどへの
配布にご協力をお願いします。
　署名用紙、クイズチラシ、ポケット
ティッシュ（署名付、クイズ付）は無
料でお送りしています。署名用紙以外
は在庫に限りがありますので、協会事
務局までお早目にご連絡ください。

　　クイズチラシ    署名用紙

　12 月 25 日、「押印を求める手続き
の見直し等のための厚生労働省関係省
令の一部を改正する省令」が交付・施
行され、死亡診断書（死体検案書）の
証明医師名の記載について取扱いが変
更された。
　「診断（検案）年月日」欄で証明医
師名の押印を求める「印」の表記が削
られたことにより、これまで「記名
押印又は署名」としていた取扱いが、
12 月 25 日作成分以降は記名押印で
は不可とされ、自筆の署名を求められ

死亡診断書の医師名
記名押印は不可　署名のみ

ることとなった。
　ただし、旧様式を用い、署名ではな
く記名押印がなされた死亡診断書（死
体検案書）については、当分の間は署
名がなされたものとみなし、受理可能
であることが 1 月 6 日事務連絡で示
されている。
　なお、医師や助産師が作成する出生
証明書については、作成者の押印又は
署名が不要とされたことにより、記名
のみでよいこととされた。

死亡診断書（死体検案書）の証明医師名
記載方法 可否

署名のみ 〇
署名＋押印 〇
記名押印 原則×（旧様式なら可）

　昨年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。
　今回お申込頂きました１月１日加入
分の加入者証につきましては、２月上
旬に担当生保職員が持参もしくは県保
険医協会から郵送にてお届けする予定
となっておりますので今暫くお待ちく
ださい。

　休業されたらすぐに保険医協会へご
連絡下さい。（TEL026-226-0086）
Ｑ .  病気で休業することになりました
が、必要書類は何ですか。
Ａ .  加入者本人に記載して頂く状況報
告書と主治医による医療証明書です

（勤務医の先生については勤務先医療
機関からの休業証明書が併せて必要と
なります）。状況報告書については１
通ですが、医療証明書については、複
数医療機関を受診された場合は医療機
関毎の医療証明書が必要になる場合も
ございます。
　また、長野協会では「保険医休業保
障共済保険」と「開業医共済休業保障

保険医年金
お申込のお礼とお知らせ

休業保障にご加入の先生へ

制度」の２制度の取扱いがあるため、
両制度加入の場合は制度ごとに書類が
必要となりますことをご了承下さい。
休業分は月単位での請求（数ヶ月まと
めても可）となることから、まずは、
保険医協会事務局へ療養状況をお知ら
せ下さい。お話を伺い必要書類をご送
付させていただきます。




