
長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）

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
太田眼科 眼 399-0701 塩尻市広丘吉田 3051 番地 0263-57-1222 太田　浩一 3 無 令和４年１月 1 日
医療法人社団平郁会
みんなの在宅クリニック長野 内 380-0911 長野市大字稲葉字西村沖 2370 番

地グランライフ 2 階 201 号室 026-217-0433 平郁会理事長   大田　和枝
・室賀　千英子 1 無 令和４年１月 1 日

長野駅前おとなこども矯正歯科 歯　矯歯 380-0825 長野市末広町 1356Nacs 末広２階 026-219-3748 峯村　英一郎 1 無 令和４年１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。12 月は医科
2 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

1,335 名（医科 744 名、歯科 591 名）
1 月 1 日現在

理事会便り理事会便り
12/28 理事会の決定事項等12/28 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 ～ 21:05 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：八重樫副会長
■報告・承認事項
１．11 月度理事会の議事要録を承認。
２．11 ～ 12 月会務報告、10 月度会
計報告を承認。
■協議事項
１．医療情勢…補正予算成立、税制改
正大綱、マイナンバー利用範囲拡大、

電子保存義務化猶予、PCR 検査点数
引き下げ、コロナ病床数公表、地域医
療構想、高齢者負担増、後発医薬品不
足、不妊治療保険適用、財政審建議と
診療報酬等、情勢を報告。
２．当選議員との懇談…下条、務台各
衆議院議員との懇談の概要について参
加役員より報告。
３．後期高齢者窓口２割負担中止署名
…現在取り組み中の署名は約 500 筆
集約、来年通常国会へ提出。◆保団連
から新たにポケットティッシュ署名の
提起について次回理事会で協議する。
４．診療報酬改定率の動向…12 月 22
日に大臣折衝の結果改定率が決定、そ
の概要について報告。
５．マイナンバーカード受診アンケー
ト結果…110 機関から回答あり、集
計結果の速報値を報告。
６．県内福祉医療給付制度の動き…安
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共済だより共済だより

保険医年金
お申込のお礼とお知らせ

　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。

休業保障にご加入の先生へ
　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、県保険医協会で
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（数ヶ月分まとめて
も可）となることから、まずは、事務
局へ療養状況をお知らせ下さい。お話
を伺い必要書類を送付させていただき
ます。

　マイナンバーカードの保険証利用、
オンライン資格確認の本格運用が昨年
10 月から開始された。県保険医協会
では 12 月に、マイナンバーカードで
の受診に関する会員アンケートを実施
し回答をまとめた。
　医科歯科併せて 110 医療機関から
回答があり、そのうちカードリーダー
へ申請済みの医療機関と未申請の医療
機関は約半数ずつだった。質問内容で
は、▽マイナンバーカードを保険証利
用した患者がいたか、▽システムの導

入・改修費用やランニングコストなど
について回答を求めた。
　マイナンバーカードでの受診者につ
いては、「あり」の回答が 10 医療機
関（9.1％）のみで、患者数も 18 人
と普及率の低さがうかがえる。
　自由意見では、医療機関内でのマイ
ナンバーカードの紛失を不安視する声
や、オンライン資格確認を評価する意
見などがあった。アンケート結果の詳
細については次号以降に掲載する。

Q1：新型コロナに関する公費にはど
のようなものがあるか。
A1：公費は以下の 3 種類がある。①
感染症法 37 条に基づく、コロナ患者
の入院医療に関するもの（以下、入院
28）。② PCR 検査等に関するもの（以
下、検査 28）、③コロナ患者の宿泊療
養・自宅療養に関するもの（以下、宿泊・
自宅療養 28）。なお、それぞれの公費
の取扱いについては『公費負担医療等
の手引 2021 年 7 月版』P.440 を参照。
Q2：発熱等の症状があり、新型コロ
ナを疑う患者に対して検査を行った場
合、診療報酬上何が算定できるか。ま
た、公費は適用できるか。
A2：算定できる点数は、以下の通り。
なお、公費の対象となるのは⑤と⑥の
みとなる（検査 28 の対象）。

① 初・再診料
② 乳幼児感染予防策加算（50 点）　
　 ※ 6 歳未満に限る
③ 院内トリアージ実施料（300 点）
④ 二類感染症患者入院診療加算（250
点）※県のホームページで公表され
ている診療・検査医療機関に限る
⑤ コロナ関連検査（PCR 検査、抗原
検査等）
⑥ ⑤の検査に係る判断料
⑦ 鼻腔・咽頭拭い液採取（5 点）
　 ※唾液検体の場合は除く
Q3：上記 Q2 で、検査の結果がその場
で判明し、新型コロナの陽性となった
患者に解熱剤等を投与した場合、宿泊・
自宅療養 28 の公費は適用できるか。
A3：陽性判明後の医療については、
宿泊・自宅療養 28 の公費が適用でき

る（県健康福祉部感染症対策課確認
済み）。したがって、上記のケースで
A2 の①～④と⑦は保険適用のみ、⑤
⑥は検査 28 の公費適用、さらに新型
コロナの症状に対する投薬については
宿泊・自宅療養 28 の公費適用となる。
この場合、レセプトでは検査 28 が公
費①、宿泊・自宅療養 28 が公費②に
なる。
　なお、陽性判明後は速やかに保健所
へ連絡（FAX・HER-SYS・電話等）す
ることとされている。
Q4：新型コロナの自宅療養患者に対
して、電話再診を行った場合、何が算
定できるか。
A4：再診料（電話再診料）と二類感
染症患者入院診療加算（250 点）が
算定できる。なお、電話再診の場合は、
外来管理加算は算定できない。
Q5：新型コロナの自宅療養患者に対
して、求めに応じて往診を行った場合、
何が算定できるか。
A5：以下が算定できる。なお、新型
コロナに係る医療はいずれも宿泊・自
宅療養 28 の公費の対象となる。

① 初・再診料、往診料（緊急の場合
は緊急往診加算も算定可）
② 院内トリアージ実施料（300 点）
③ 救急医療管理加算Ⅰ（COV・往診
等）（2,850 点）
④ その他行った処置、投薬等
Q6：新型コロナとインフルエンザの
同時検出キットを使用して検査を行っ
た場合、SARS-CoV2 抗原検査と、イ
ンフルエンザウイルス抗原検査のそれ
ぞれを算定できるか。
A6：算定できない。同時検出キット
を使用した場合は、SARS-CoV2・イ
ンフルエンザ抗原同時検出（420 点）
を算定する。

新型コロナウイルス感染症に

　関する公費負担医療等について

新型コロナウイルス感染症に

保険保険かわらかわら版版

曇野新市長の公約発表を受け、松本市、
塩尻市が来年４月から子ども医療費助
成の対象を 18 歳まで拡大の動きがあ
ることが報告された。
■保団連大会
１．活動方針（案）への発言通告の準
備…作成した発言通告案について協
議。最終的には大会代表の確認とする。
２．保団連代議員の推薦…現代議員を
保団連代議員として選出し報告する。
■第 43 回定期総会の準備
１．役員改選について…長野新聞 12 
月号で役員改選の告示を行った。◆１
月に役員継続依頼と新理事推薦依頼、
２月理事会で立候補状況を含め次期役
員候補名簿を決定していく。

　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

 マイナンバーカードの保険証利用マイナンバーカードの保険証利用

　　　　　　　　  導入状況の会員調査を実施　　　　　　　　  導入状況の会員調査を実施


