
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
なぎさ歯科医院 歯　小歯　歯外 390-0841 松本市渚２丁目９番５４号 0263-25-2800 福澤　正貴 1 無 2021/11/1
つかだ歯科クリニック 歯　小歯　矯歯　歯外 389-0601 埴科郡坂城町坂城６７６５ 0268-82-6988 塚田　周平 1 無 2021/11/1

　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 ～
10/31 間は歯科 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 .

理事会便り
10/26 理事会の決定事項等

長野会場と各理事宅を結ぶ Web 会議
にて開催。19:30 ～ 21:10 出席役員：
宮沢会長、市川、奥山、林（春）各副
会長、池上、林（賢）、布山、三田、
山崎、米田各理事、議長：奥山副会長
■報告・承認事項
１．９月度理事会の議事要録を了承した。
２．９～ 10 月会務報告、８月度会計
報告を承認。
■協議事項
1．医療情勢…国立病院等への病床確
保要請、感染補助金の未受理問題、紹
介状なし受診と医療資源重点外来、医
師の働き方改革、薬価算定組織の議事

録開示、インボイス制度登録事業者申
請開始など報告。
２．総選挙及び選挙後の対策…各党の
選挙公約など含めて情勢分析◆当選議
員との懇談を地元事務所又は Web 形
式で申し入れることとした。
３．署名活動…診療報酬会員署名は、
第一次集約は 10 月末、最終的には
12 月 2 日保団連国会内集会に向けて、
Web 署名など含めて呼びかける。◆後
期高齢者２割化実施中止署名は 12 月
末まで実施し、来年度通常国会で提出。
介護施設にも協力依頼した。◆歯科金
パラ逆ザヤ解消署名は 11 月 5 日締切
で取り組み中。◆保険でより良い歯科
医療は 10 月末締切で取り組み中で金
パラ逆ザヤ解消署名と合わせて 12 月
の歯科全国集会に向けて集約する。
４．マイナンバーカード受診への対応
…10 月からの本格運用以降、1 月経
過後に患者の受診動向や医療機関の対
応についてアンケートを実施すること
とし、11 月理事会で内容を決定する
こととした。
■保団連大会
１．大会代表…１月の保団連定期大会

の代表に宮沢会長、奥山副会長を選出
した。
２．活動方針骨子（案）への意見…活
動の成果と教訓については、成果の見
える化を求める。◆経済界からの自由
開業医制度批判への対抗軸を方針に打
ち出す。◆新型コロナ対策については、
診療報酬改定を含めて国の責任で医療
体制を十分確保することを求める。な
どの意見が出された。
■新点数検討会及び定期総会の準備
１．新点数検討会の開催方法…歯科は
原則会場設定とし、参加できない会員
向けの Web 配信も行う。医科につい
ては、会場確保の問題を含めて医科保
険委員会で検討する。
２．第 43 回定期総会…定期総会の日
程については、３月 27 日（日）とす
ることを決定。◆開催方法等について
は、12 月理事会で判断する。◆総会
行事は行うこととし、11 月理事会で
方向性を決定したい。

10/21　保険でより良い歯科医療を長
野連絡会事務局会議
10/24　患者トラブル対応セミナー
10/26　理事会
10/29　保団連医科社保担当事務局研
修会
11/3　憲法集会
11/4　北信越ブロック事務局長会議
11/5　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県要請
11/6 － 7　保団連歯科社保担当事務
局研修会
11/9　歯科部会
11/11　保険で良い歯科医療を全国連
絡会世話人会
11/12　社保協運営委員会、同国保部会
11/14　保団連理事会
11/16　総務委員会
11/19　社保協介護部会
11/20　保団連地域医療対策部会
11/21　保団連地域医療活動交流集
会、井出庸生議員懇談、神津たけし議
員懇談

活 動 日 誌

◆保険医年金
秋の募集でお申し込み頂いた先生方へ

　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 2022 年１月１日加入分
ですが、「月払」については 12 月 27
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（月）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。
「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、12 月 13 日（月）までに当協会
に書類が届く必要がありますのでご注
意下さい。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 2021 年の扱いとな
ります。税制上の発生年度を 2022 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。

◆開業医共済休業保障制度
総代会を開催、契約組合員への利用分

量配当 18％を決定

　開業医共済休業保障制度を運営する
開業医共済協同組合は 10 月 31 日に

第 12 回となる通常総代会を
長野市で開催、全６議案が賛
成多数で可決された。

　事業報告では、新型コロナウイルス
感染症に係る特別取扱いとして、陰性・
濃厚接触者も給付審査の対象としたこ
とや、本年８月より掛金の一部が引き
下げられたことなどが報告された。ま
た、剰余金処分においては契約組合員
に利用分量配当として、掛金の 18％
を配当することも承認された。本制
度は発足以来、毎年度利用分量配当を
行っている。

共済だより

長野県保険医協会の会員数

1,331 名（医科 741 名、歯科 590 名）
11 月 1 日現在

Q1：悪性腫瘍特異物質治療管理料は、
悪性腫瘍であると既に確定診断がされ
た患者について、腫瘍マーカー検査を
行い、当該検査の結果に基づいて計画
的な治療管理を行った場合に、月に 1
回に限り算定するとあるが、「確定診
断がされた患者」には、術後の患者も
含まれるか。
A1：含まれる。
Q2：悪性腫瘍特異物質治療管理料は、
悪性腫瘍の確定診断がされた患者であ
れば、毎月算定できるか。
A2：腫瘍マーカー検査を実施した月
のみ算定できる。なお、腫瘍マーカー
検査に係る費用（採血料・判断料含む）
は別に算定できない。
Q3：特定疾患療養管理料と悪性腫瘍特異
物質治療管理料は併せて算定できるか。
A3：悪性腫瘍を主病として管理して
いる患者であって、腫瘍マーカー検査
を実施した月は併せて算定できる。
Q4：例えば、胃癌（確定診断済み）
の患者について、新たに他の癌の疑い
のために腫瘍マーカー検査を行った場
合、管理料ではなく腫瘍マーカーの検
査料を算定できるか。

A4：算定できない。既に悪性腫瘍と
確定診断されている患者に対して腫瘍
マーカーを行った場合は、悪性腫瘍特
異物質治療管理料で算定することと
なっており、別の悪性腫瘍の疑いで腫
瘍マーカー検査を行ったとしても、個
別の腫瘍マーカー検査料ではなく管理
料で算定する。
Q5：先月、悪性腫瘍を疑い腫瘍マー
カー検査を行った。その後悪性腫瘍が
確定し、今月も腫瘍マーカー検査を
行ったので、悪性腫瘍特異物質治療管
理料を算定するが、初回月加算（150
点）は算定できるか。
A5：算定できない。初回月加算は、
多項目の腫瘍マーカーを行うことが予
想されるとして当該管理料を初めて算
定する月に加算できるものだが、初回
の管理料を算定する前月に腫瘍マー
カー検査を算定している場合は算定で
きないとされている。
Q6：他院で悪性腫瘍の確定診断を受
けた患者が、当院へ紹介されてきて、
今後当院で管理を行うこととなった。
腫瘍マーカー検査を当院で実施した場
合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料で
算定するのか、腫瘍マーカー検査で算
定するのか。
A6：確定診断されているので、悪性
腫瘍特異物質治療管理料で算定する。

保険かわら版
悪性腫瘍特異物質治療管理料　

　　　　と腫瘍マーカー検査

　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

（6）　2021 年（令和 3 年）11 月 25 日                                        No.489長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）




