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に関しては、福祉医療の対象外とする
取り扱いについて、保護者の利便性や
医療機関の手続き等の簡略化のために
行政や学校関係者とともに制度の改善
を検討する。
（３）学校健診後の未受診問題等で

　　　学校関係者との情報共有、連携

　学校健診後の未受診児童・生徒が一
定数あること、次回診療報酬改定に医
療的ケアを必要とする児童に関する
診療情報提供の点数が導入されたこ
と、前述の災害共済給付の問題などを
含めて、教育委員会など学校関係者と
の情報共有、連携をはかり問題解決に
あたる。
（４）国保改善の活動

　毎年実施している保険証交付等調査
で短期保険証の発行状況や保険料、窓
口負担の減免制度の状況を把握し、市
町村に改善を求める。今年度より導入
される未就学児の均等割の５割軽減の
上乗せ施策を自治体に求める。
　県内統一保険料へ向けたロードマッ
プの初年度にあたり県出前講座などを
通じて分析評価する。

5. 医科歯科一体を基礎に、全会

員から頼りにされる協会づくり

（１）会員の要求把握と組織強化

①アンケート等を通じて医療機関の実
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衆議院議員　篠原　孝、下条　みつ、
務台　俊介
参議院議員　杉尾　秀哉、武田　良介
県議会議員　荒井　武志、埋橋　茂人、
熊谷　元尋、小池　清、小池　久長、
諏訪　光昭、花岡　賢一、毛利　栄子、
望月　義寿、山口　典久
政党や各種団体等　長野県医療ソー

シャルワーカー協会、長野県退職教職
員互助組合、長野県薬剤師会、長野県
臨床検査技師会、核兵器禁止条約をひ
ろげる長野ネット、建交労長野県本部、
長野県社会福祉協議会、障害者の権利
と生活を守る長野県連絡協議会、新日
本婦人の会　長野県本部、菅沼病院、
太陽生命保険株式会社、長野県歯科衛
生士会、長野県教職員組合、日本共産
党長野県委員会、社会民主党長野県連
合、立憲民主党長野県総支部連合会
そのほか、全国保険医団体連合会会長
はじめ全国の保険医協会・医会の会長・
理事長より（個別掲載は略）

　長野県保険医協会の第 43 回定期総
会で 2022 年度予算が可決されたこと
に伴い 22 年度の会費額は、開業医…
月額 5,000 円、勤務医…月額 3,000
円と確定した。いずれも据え置き。開
業医は 93 年度 (93 年４月 ) から、勤
務医は当初から同額。

会費は前年度と同額

態や会員の要求を把握し、活動に反映
させる。
②新規入会会員の目標を 30 名以上と
する。役員と事務局員が一体となった
計画的な組織拡大対策を行う。
③若い世代が保険医協会の活動に興味
をもつように SNS 等を活用し宣伝を
する。
④医科歯科会員で構成する組織を生か
し、医科歯科一体での医療運動をすす
める。
（２）広報

　医療情勢について長野新聞、ファッ
クス、インターネットを活用して迅速
で正確な情報を提供する。
①保険医新聞の役割の強化
　保険医新聞では日常診療に役立つ情
報、国政や県内の医療分野の情報発信
に努める。協会の活動内容や方針につ
いて会員に分かりやすく伝える工夫を
行う。
② インターネットを通じた情報サー
ビスと国民への情報発信
　医療に関する情報量や内容を充実
させ迅速に発信できるよう、メール
ニュースの機能を強化する。メーリン
グリストや会員限定サイトの検討を行
う。一方、一般の国民向けの情報サイ
トの充実を図る。

③ マスコミとの懇談
　各種アンケート結果の発表や各方
面への声明、要望、主要行事について
マスコミを通じてアピールする。地元
新聞社やテレビ局との懇談会を企画
する。
（３）新役員体制のもとで委員会運営

への会員参加を強化

　新役員体制の下で審査問題や地域
医療を中心に各委員会への会員参加
を広く呼びかけ委員会機能の充実を
はかる。

対象範囲　 受給者負担 市町村名 数

20 歳未満（＊ 1）
なし 栄村 1

300 円 木祖村 1
500 円 箕輪町、山之内町 2

18 歳

なし
長和町、原村、飯島町、中川村、宮田村、平谷村、
天龍村、阿智村、根羽村、木曽町 10

300 円
小海町、南牧村、南相木村、富士見町、松川
町、阿南町、売木村、喬木村、豊丘村、大鹿村、
南木曽町、小布施町、下條村、泰阜村

14

500 円

飯田市、小諸市、飯山市、佐久市、佐久穂町、
川上村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町、
青木村、下諏訪町、辰野町、南箕輪村、高森町、
上松町、大桑村、麻績村、生坂村、筑北村、池
田町、松川村、白馬村、小谷村、坂城町、高山村、
木島平村、信濃町、飯綱町、小川村、朝日村、
大町市、王滝村、野沢温泉村、東御市、松本市、
塩尻市、安曇野市

38

15 歳：現物給付
18 歳：償還払い 500 円 山形村 1

15 歳：通院
18 歳：入院 500 円 伊那市、駒ヶ根市 2

15 歳 500 円 長野市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、
中野市、茅野市、千曲市 8

太字は対象範囲又は受給者負担金について変更のあった自治体
＊ 1　18 歳以上 20 歳未満については高等学校その他市町村長が定める施設に在
学・在校中の者。その他対象範囲は同年齢到達後の 3/31 まで

現物給付方式対象範囲一覧

　2018 年 8 月から開始された福祉医
療の現物給付方式について、長野県よ
り 2022 年 4 月 1 日時点の福祉医療
費給付事業の市町村実施状況が公表さ
れた。子ども医療費の現物給付方式導

入状況は下表の通り。松本市、塩尻市、
安曇野市の３市が事前の表明通り、対
象年齢を 15 歳から 18 歳へ拡大した。
この結果、県内で入院外問わず 18 歳
又は 20 歳まで現物給付を実施する市

町村は 66 となった。
　地域別で見た現物給付方式の対象範
囲は右図の通り。白色の地域が対象範
囲が15歳までとされている８市だが、
北信地域で対象を拡大していない自治
体が目立つ。
　このような状況のなか上田市では、
3 月 27 日の市長選で土屋氏が再選し
た。土屋市長は公約で子ども医療費の
対象年齢を 18 歳までに拡大すること
を掲げている。また、4 月 24 日投開
票の伊那市市長選についても、候補者
の白鳥氏、八木氏の両名とも子ども医
療費の対象年齢を 18 歳までに拡大す
ることを公約に掲げており、今後の制
度の拡大が期待される。

18 歳

15 歳

15 歳 : 通院

18 歳 : 入院

15 歳 : 現物給付

18 歳 : 償還払い

地域別現物給付方式対象範囲

令和４年度 子ども医療費助成

　　　　中信３市が対象範囲を拡大

　2013 年 12 月、安曇野市の特別養
護老人ホーム「あずみの里」で、入居
者の女性がおやつのドーナツを食べた
後に意識を失い、その後死亡。配膳を
手伝っていた准看護師が業務上過失致
死罪で起訴された「特養あずみの里刑
事裁判」は、2020 年７月に東京高裁
で無罪判決が下された。県保険医協会
も加盟する「特養あずみの里業務上過
失致死事件裁判で無罪を勝ち取る会」
は 2021 年７月に裁判の記録集、『逆
転無罪・特養あずみの里刑事裁判の６
年７ヵ月』を発刊した。記録集には、
裁判の年表、判決文の全文や被告とさ
れた准看護師からの寄稿も掲載されて
いる。

会員希望者は１冊無料

　協会では記録集を、会員の希望者に
１冊無料で配布している。記録集を希
望する場合は協会までご連絡を（℡
026-226-0086）。

あずみの里裁判６年７ヶ月の「記録集」




