
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

しもすわ肛門胃腸内科クリニック 肛門外科　内
内視鏡内科 393-0084 諏訪郡下諏訪町栄町 5031 番地 18 0266-78-3242 髙林　一浩 常１ 無 令和４年５月１日

矢彦沢内科・脳神経クリニック 内　神内 381-0025 長野市北長池 1998-1 026-217-8153 矢彦沢　裕之 常１ 無 令和４年５月１日

大門歯科クリニック 歯   歯外   小歯 380-0841 長野市大門町 51-1 柏与ビル３Ｆ 026-232-3825 清水　武 常１ 無 令和４年５月１日

池下デンタルクリニック 歯  歯外  小歯  矯歯 383-0064 中野市大字新井字大道下 378-10 0269-26-5945 池下　正博 常 3 無 令和４年５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。4/1 ～ 4/30
間は医科 2 件、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
4/26 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 ～ 21:05 出席役員：
宮沢会長 , 市川 , 奥山 , 林（春）, 池上 ,
布山 , 三田 , 米田各理事、議長：市川
理事
■報告・承認事項
1.  3 月度理事会の議事要録を承認。
2.  2~3 月会務報告、1 月会計報告を
承認。
3. 福祉医療給付制度の改善をすすめ
る会総会…５月 29 日の総会・記念講

演の案内及びすすめる会の副会長に宮
沢会長を、事務局次長に原事務局員を
推薦する。
■協議事項
1．第 43 回定期総会の総括…総会の
出席者の状況等を報告、記念講演の感
想や総会議事について意見交換を行っ
た。総会はできるだけ集合形式で行い
たいとの意見が出された。
2．役員体制と新年度理事会運営… 理
事会運営申し合わせ及び役員旅費規程
を確認。旅費規程については今後も見
直しを検討することとした。◆副会長
について、歯科は池上、市川、奥山、
林理事、医科は三田理事が副会長に互
選された。医科については引き続き協
議する。◆保団連専門部員・委員につ
いて、従前の部員、委員を保団連に推
薦することを確認した。
３．新年度の医療運動課題…保団連か
ら提起のあった、後期高齢者 2 割負
担中止法案の提出を求める団体署名に
ついて協力することとした。◆ 本年

度の重点活動の骨子を報告。行事等具
体的な企画を事務局に集中することと
した。◆診療報酬改定への対応として、
医科では診療報酬改定アンケートを実
施する方向で、内容については意見を
集約の上、次回の理事会で決定し、５
月末に実施することとした。
４．その他…「憲法改悪を許さない全
国署名」の取り扱いについて、長野協会
として会員署名に取り組むこととした。

長野県保険医協会の会員数

1,327 名（医科 737 名、歯科 590 名）
5 月 1 日現在

活 動 日 誌

4/23-24　保団連政策部会
4/26　理事会
4/27　「保険でより良い歯科医療を長
野連絡会」事務局会議
4/29　長野反核医療者の会結成総会
5/9　保団連社保小委員会
5/10　歯科部会
5/12　北信越ブロック事務局長会議 /
保団連医療運動会議
5/13　社保協運営委員会 / 社保協国
保部会 / 地域医療委員会
5/15　保団連地域医療対策部会 / 保
団連医科社保部会

グループ保険の更新について
　県保険医協会が運営している死亡保
障の団体定期保険「グループ保険」の
更新日は８月１日です。現在ご加入
の先生で６月 15 日までのキャンペー
ン期間中に特にお申し出がない場合
は、そのまま８月１日で
自動更新となります。ま
た、６月 15 日までのキャ
ンペーン期間中に新規・増額・減額・
脱退などのお申込を頂いた先生及び制
度減額・脱退対象の先生についても、
基本的には８月１日から変更となりま
す。その場合、７月 26 日引落分（８
月分保険料）から変更が適用されます
のでご確認をお願いします。
　グループ保険は 65 歳（年齢は保険

年齢）までの本人保障額は 4,000 万
円が上限で、66 歳以上の上限は 2,000
万円、71 歳以上で上限が 1,000 万円
となり 75 歳で脱退となる制度です。
お手頃な保険料で、剰余金が生じた場
合には配当金として還元（昨年度配当

率は 22.6820％）し、１年
更新なので毎年保障の見直
しが可能、もちろん配偶者

も一緒に加入することができます。ま
だご加入いただいていない先生につき
ましては、この機会に是非ご検討をお
願い致します。
　なお、保険の見直し、ご質問等ご
ざいましたら長野県保険医協会（℡
026-226-0086）までお問い合わせ下
さい。

共済だより

電子的保健医療情報活用加算
（医科・歯科）

Q1 ： 算定にあたっては、施設基準の
届出が必要か。
A1 ： 施設基準を満たしていればよく、
届出は必要ない。
Q2 ： 同一月に初診料の７点の加算と
再診料・外来診療料の４点の加算は併
せて算定できるか
A2 ： 併せて算定できない。
Q3 ： 次の①②の場合は算定できるか。
①オンライン資格確認端末を設置して
いるが、導入が完了していない場合。
②オンライン資格確認システムを導入
していない医療機関の場合。
A3 ： ①、②ともにオンライン資格確認
を行う体制を有しておらず、施設基準
を満たしていないため算定できない。
Q4 ： 電話等再診料を算定する場合は
算定できるか。
A4 ： マイナンバーによる資格確認が

できないため算定できない。
Q5 ： 初診時の「当該患者に係る診療
情報等の取得が困難な場合」で３点を
算定するのは、どのような場合か。
A5 ： オンライン資格確認等システム
の運用を開始している保険医療機関で
あれば、実際に患者がマイナンバー
カードを持参せず、診療情報等の取得
が困難な場合であっても対象となる。
　また、患者のマイナンバーカードが
破損等により利用できない場合や患者
のマイナンバーカードの利用者証明用
電子証明証が失効している場合など
も、同様に対象となる。
Q6 ： 電子資格確認を行った結果、患
者の診療情報等が存在しなかった場合
はどのように算定すればよいか。
A6 ：「当該患者に係る診療情報等の取
得が困難な場合」に該当する。初診の
場合は３点を算定し、再診の場合は算
定できない。
Q7 ： 初診時の３点についてはいつま
で算定できるか。
A7 ： 2024 年３月 31 日までの間に限
り算定できる。

　保団連では７月に投開票が予想
される参議院選挙に向けて、「選
挙に行こう！ムービーコンテスト
2022」を開催中。選挙に行きたく
なるようなオリジナル動画を募集し
ている。
　2021 年開催時には 92 作品の応
募があり、内 13 作品が受賞した。
第 2 回目となる今回も受賞作品の
制作者には下記の賞金が贈られる。
前回受賞作品や今回の募集要項は右
QR コードから視聴できる。お気軽
にご応募ください。

選挙に行きたくなるような、 自作ムービーを募集中！

保険かわら版

　　↑
応募、過去作品の
視聴はこちらから

2022年改定Q&A

　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

（4）　2022 年（令和 4 年）5 月 25 日                                      　  No.495長 野 保 険 医 新 聞 （第三種郵便物認可）

1 本　20 万円
2 本　10 万円
5 本　  3 万円

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。




