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　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）について、1/1 ～ 1/31 間は医科・
歯科ともに無し。

保険医療機関の新規動向

長野県保険医協会の会員数

1,337 名（医科 746 名、歯科 591 名）
2 月 1 日現在

活 動 日 誌理事会便り理事会便り
1/25 理事会の決定事項等1/25 理事会の決定事項等

　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

1/6　「保険で良い歯科医療を」全国
連絡会世話人会
1/9　篠原議員との懇談
1/13　保団連医療運動合同会議
1/19　「保険でより良い歯科医療を」
長野連絡会事務局会議
1/20　総務委員会
1/23　保団連理事会
1/25　理事会
1/29-30　保団連定期大会
2/3　保団連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
2/7　理事会
2/10　２倍化反対国会内集会
2/12　保団連歯科理事会議
2/14　長野県国保運営協議会 傍聴
2/15　歯科部会
2/17-21　医科・歯科改定 1 次作業
2/20　社保協総会
2/21　保団連歯科一次講師団会議

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：市川副会長
■報告・承認事項
1. 前回議事要録の確認…12 月度理事
会の議事要録を承認した。
2. 会務報告…12、1 月会務報告、11
月度会計報告を承認。
3. 社保協総会…２月 20 日 Web で開
催。会長を社保協代表委員に、事務局
長を社保協事務局次長に推薦する。◆
記念講演「人権としての社会保障を展

望する」村田隆史氏を ZOOM 配信。
4. 講習会等…インボイス理事学習会　
２月 28 日、講師：益子良一氏◆ネッ
トワークセキュリティ対策講演会、３
月 13 日（日）講師：松山征嗣氏◆他
協会開催の講演会等の案内について、
今後会員にも案内していく。
■協議事項
1. 医療情勢…診療報酬マイナス改定、
リフィル処方導入など改定内容、来年
度政府予算、地域医療構想、紹介受診
重点医療機関と定額負担徴収、核兵器
禁止条約参加、感染症拡大の県内状況
など報告、討論した。
2. 医療運動…後期高齢者窓口２割負
担中止署名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 2 月
から取り組む。◆知っトクパンフの無

料配布などとともに、署名協力を求め
ていく。
3. 診療報酬改定…令和４年度診療報
酬改定に係るこれまでの議論の整理し
た。1 月 21 日にパブリックコメント
を提出、今後の中医協の協議のポイン
トを報告。◆診療報酬改定検討会の準
備状況について報告。
・医科は事前収録の Web 配信を一定
期間行う（3 月 26 日（土）～を予定）。
・歯科は、県内５会場で開催。松本会
場の検討会を収録し、参加できない会
員向けに後日 Web 配信も行う。　　
4. 第 43 回定期総会の準備…議案書

（案）について討議。修正、追加意見
を含め２月理事会で最終決定する。◆
補正予算、予算（案）について総務委
員会での意見に基づき、下記の点につ
いて報告、協議は２月理事会とした。
①補正予算については、事務所の感染
防止対策、退職積立、災害対策積立を
追加した。②予算案では、役員旅費に
関して他県の Web 会議の取り扱いを
報告。
5. 役員改選について…告示期間に、
継続役員及び新理事候補などの推薦を
行う。

　法律相談をご利用いただけます

長野県保険医協会では弁護士と顧問契約しています。会員の先生は電
話相談を無料でご利用いただけます。（電話相談以上をご希望の場合は

個別にご契約となります）保険医協会からお取次ぎしますのでまずはご連絡下さい。

保険医のための災害対策必携 2022 年 1 月改訂版

A4 判 50 頁　会員価格 1,050 円（定価 1,500 円）

　医療機関のための自然災害への日常的な対策や被災からの
復旧・復興に向けた諸制度を掲載。各医療機関の防災、減災
対策にご活用ください。医科歯科共用。
開業医会員には 1 冊無料で送付しています。 

講演会、セミナー案内講演会、セミナー案内

書籍案内書籍案内

ＷＥＢセミナー　診療所・クリニックの

サイバーリスクへの対応を考える

日　時：2022 年 3月 13 日（日）　14：00 ～ 16：00

会　場：ZOOM（ウェビナー）

対　象：長野県保険医協会の会員医療機関

参加費：無料

講　師：トレンドマイクロ株式会社

	 公共ビジネス本部	社会・公共営業部シニアマネージャー

	 松山　征嗣	氏

申　込：3月 8日までに申込用紙または長野県保険医協会HPにて事前にお申込み

下さい。講師への質問は２月 28 日までにお寄せ下さい。

3/13（日）

14時～

3/27（日）

13時～

日　時：2022 年３月 27 日（日）13：00 ～ 15：00

会　場：Webex	オンライン会議システム

	 Vimeo ライブ配信

	 松本市アルピコプラザホテル３Fコミチナ（ライブ視聴）

講　師：株式会社クレディセゾン

	 主席研究員　　島倉　原	氏

申　込：長野県保険医協会の第 43 回定期総会の記念講演として行います。２月下

旬に郵送の議案書に同封の出欠表または長野県保険医協会HPにて事前にお申込み

下さい。

日本は財政危機ではない
～MMT（現代貨幣理論）による日本再建の展望～

　厚労省は１月 25 日、地方厚生局に対し、事務連絡「令和４年度における指導
監査等について」を発出。以下、概要をまとめた。
1、指定時、更新時、登録時の集団指導は原則 e ラーニングにより実施。
2、集団的個別指導は集合形式により実施とするが、感染状況により資料配付、

動画配信も可。なお、令和４年度に集団的個別指導を受けた保険医療機関等
について、令和５年度になお高点数だった場合は、令和６年度に高点数を理
由とする個別指導の対象とする。（令和５年度の状況で実施の可否を判断）

3、個別指導は実施するが、高点数を理由とした個別指導は令和４年度も実施
されない。

4、新規個別指導、監査は実施する。
5、適時調査は実地調査を実施するが、返還事案については自己点検報告が虚偽

であることが判明した場合などを除き、令和３年７月以降が対象となる。

令和４年度指導監査等　　令和４年度指導監査等　　集団個別は原則、集合形式で実施集団個別は原則、集合形式で実施

待合室キャンペーン　待合室キャンペーン　クイズで考える私たちの医療　当選結果！クイズで考える私たちの医療　当選結果！

　保団連で昨年８月～ 11 月末まで行われていた懸賞付きクイズキャンペーン
の長野県内での当選結果をお知らせします。たくさんのご応募ありがとうござ
いました。引き続き署名活動等へのご参
加をよろしくお願いします。

長野県内の当選本数

１等（復興支援カタログギフト）…１名
２等（QUO カード 1,000 円）…１名
３等（オリジナルエコトート）…２名


