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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

医療法人聖美会 ウェンデルクリニック 美外・美容皮膚科 380-0825 長野市末広町１３６０番地１長野スエヒ
ロビル 3階 026-217-5795 高橋　明 1 無 令和 4 年 3 月 1 日

いいだの森歯科こども歯科クリニック
歯・小歯・口腔
外科・矯歯

395-0807 飯田市鼎切石４０７９－１ 0265-48-8164 浦野　敬人 1 無 令和 4 年 3 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。2/1 ～ 2/28
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

1,333 名（医科 742 名、歯科 591 名）
3月 1日現在

活 動 日 誌理事会便り理事会便り
2/7 理事会の決定事項等2/7 理事会の決定事項等

保険保険かわらかわら版版

2/24　保団連医療運動会議
2/27　医科ポイント 1次編集会議
2/28　インボイス役員学習会
3/6　保団連理事会
3/8　歯科部会
3/8-14　医科改定 2次作業
3/10-15　歯科改定 2次作業
3/13　サイバーセキュリティ対策
Web セミナー、歯科２次講師団
会議、医科ポイント２次編集会議
3/15　正副会長会議
3/17　２倍化反対国会内集会
3/20　保団連新点数検討会（歯科）
3/21　保団連新点数検討会（医科）
3/22　理事会
3/22-25　歯科新点数検討会

支払基金における審査の
一般的な取扱い（医科）

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 , 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. １月度理事会の議事要録を承認。

2. １～２月会務報告を承認、会計報
告は次回理事会で報告する。
■第 43回定期総会の準備
1. 運営について…総会議事について、
会場とWeb 参加の併用とし、採択は
画面上での挙手とする。なお、Web
参加者多数の場合は投票ツールを利用
する。◆Web 併用という事情を考慮
し、議長は前回同様に役員が担当する。
◆懇親会は感染拡大の状況を鑑み中止
とする。◆次回理事会（3/22 予定）
で担当、決議案、役員名簿を決定する。
◆会員向けの出欠通知書・委任状の書
式を確認。
2. 議案書（案）の討議…一部修正・
加筆があり反映させる。
3. 補正予算、予算（案）…来年度予
算（案）について来年度の役員旅費の

取扱いを協議した。
4. 役員改選について…役員改選告示
における立候補及び推薦はなかった。
次期役員体制について理事会で総会提
案の名簿を準備する。医科・歯科のバ
ランスを取るため、医科の理事数を拡
大することが今後の課題であることを
共通の認識とした。
■保団連大会…参加者より報告。
■医療運動…補聴器購入補助等の保団
連からの運動提起と県内市町村の補聴
器補助制度について報告。今後理事会
や地域医療委員会で取扱いについて協
議していく。

　支払基金は 1月 13 日に、審査の一
般的な取扱い 9事例を公表した。そ
の中から 4事例（一部省略あり）を
紹介する。全文は、支払基金のホーム
ページ等で確認されたい。
　なお、「『支払基金における審査の一
般的な取扱い（医科）』については、
療養担当規則等に照らし、当該診療行
為の必要性などに係る医学的判断に基
づいた審査が行われることを前提とし
ておりますので、本公表事例に示され
た適否が、すべての個別診療内容に係
る審査において、画一的あるいは一律
的に適用されるものではないことにご
留意願います。」との前文付きで公表
されているので、その点を踏まえて参
考としていただきたい。
取扱い：1型糖尿病に対するグルファ

スト錠（一般名：ミチグリニドカルシ

ウム水和物）の投与は、原則として認

められない。

取扱いを作成した根拠等：グリニド薬
の 1つであるグルファスト錠の添付
文書における「効能・効果」は「2型
糖尿病」であり、「禁忌」欄に「重症
ケトーシス、糖尿病性昏睡又は前昏睡、
1型糖尿病の患者」には投与しないと
記載されている。
　また、本薬剤は、膵β細胞のスルホ
ニル尿素受容体への結合を介して、イ
ンスリンの分泌を速効的に促進する
が、1型糖尿病では膵β細胞の破壊が

進んでおり、インスリン分泌が枯渇状
態にあるため、その投与効果は期待で
きない。
取扱い：ヘリコバクター・ピロリ感染

診断において、プロトンポンプ・イン

ヒビター（PPI）投与中止又は終了後

2週間以上経過せず実施したD012 の

23 ヘリコバクター・ピロリ抗原定性

の算定は、原則として認められない。

取扱いを作成した根拠等：（前略）厚
生労働省通知に「ランソプラゾール等、
ヘリコバクター・ピロリに対する静菌
作用を有するとされる薬剤が投与され
ている場合については感染診断の結果
が偽陰性となるおそれがあるので、除
菌前及び除菌後の感染診断の実施に当
たっては、当該静菌作用を有する薬剤
投与中止又は終了後 2週間以上経過
していることが必要である。」と示さ
れている。
　また、日本ヘリコバクター学会の
「Ｈ .pylori 感染の診断と治療のガイド
ライン 2016 改訂版Ｑ＆Ａ」において
（中略）今のところ保険診療では PPI
内服中の便中抗原測定は認められてい
ない旨が示されている。
取扱い：ヘリコバクター・ピロリ感

染診断において、PPI 投与中止又は終

了後 2週間以上経過せず実施したＤ

023-2 の 2 尿素呼気試験（UBT）の算

定は、検査結果が陽性の場合であって

も、原則として認められない。

取扱いを作成した根拠等：ヘリコバク
ター・ピロリ感染診断において、PPI
が投与されている患者に対する UBT
については、PPI の静菌作用により検

査結果が偽陰性となる可能性がある。
（中略）本検査において重要なことは、
偽陰性例（真の陽性例の見落とし）の
発生を極力避けることによって、ヘリ
コバクター・ピロリ感染を正確に診断
することである。 
取扱い：診断穿刺・検体採取料又は手

術料の算定がない場合、N000 病理組

織標本作製の算定は原則として認めら

れない。

取扱いを作成した根拠等：（前略）…
病理組織標本作製とは「採取した生体
組織から標本を作製し、病理診断を行

う」ものであり、検体は手術で組織を
切除して採取するほか、内視鏡や針生
検などで病変部の組織を採取したもの
である。
　以上のことから、診断穿刺・検体
採取料又は手術料の算定がない場合、
N000 病理組織標本作製の算定は原則
として認めないこととした。
　ただし、診断穿刺・検体採取料が算
定できない場合（他院で検体摘出等）
については、個々の症例により判断す
る必要がある。

保険医年金の予定利率変更について

本紙 10月 25 日号でご案内の通り、保険医年金受託会社の大樹生命が自社
引受分の予定利率を 0.75％に変更することを決めました。これにより制度の
予定利率 1.259％が 7月 1日から 1.140％となります。
　保険医年金は、生命保険会社が一般勘定で運用する「拠出型企業年金保険」
を団体契約して運営しています。利息は最低保証利率である予定利率で計算さ
れ、配当があれば上乗せされます。年度末の決算で各加入者の積立金を確定さ
せていますので、積立金が遡及して削減されることはありません。また、1口
単位での一時金の受け取りや払込の中断・再開、加入 5年以上から開始でき
る年金受給など制度の特長に変更はありませんのでご安心ください。

◆ 今年80歳満期の方・年金受給をお考えの方
1942 年（昭和 17年）9月 1日までにお生まれの方は、今年 9月 1日で「80

歳満期」となり、積立金を一時金または年金受給のお手続きが必要です。80歳
満期を迎える方には 3月中に別途ご案内を差し上げますのでご確認ください。
　年金受給の場合、受給中の利息計算は、受給開始時点の予定利率が適用され
ます。現行の予定利率（1.259％）による受け取りをご希望の場合は 5月上旬
までに受給手続きを行うことが必要となりますので、近々年金受給を検討中の
方は、お手数ですが、お早めにお申し出ください。ご不明の場合は長野県保険
医協会事務局（Tel. 026-226-0086）までお問合せください。


