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保険で良い医療をめざして
保険医の生活と権利を守り国民医療の向上をめざします

●

素早く、正確な「新点数説明会（検討会）」

●

請求事務の質問、審査、指導対策のご相談

●

経営・税務・労務でも頼りに

●

各種共済制度での安心
休業保障制度、保険医年金

H 保険医協会の栞2020.indd 1
W210×H297 




データ更新日時 2020/01/30 13:55:52
ＰＤＦ作成日時 2020/01/30 13:56:01
loyal_X4_CS5.5_CC

三

校

保険医協会・保団連の歴史

保険で良い医療をめざして
保険医の生活と権利を守り、
国民医療の向上をめざします

戦後まもなく、誰もが安心して医療をうけられる医療制度を
実現させるため、医師たちの自主的な活動が各地で広がりま
した。
「保険医の経営、生活ならびに権利を守ること」
「保険で良
い医療の充実・改善を通じて国民医療を守ること」を目的に、
各地に保険医協会・保険医会が設立され、1969年1月には全
国保険医団体連合会（略称：保団連）が結成され、2019年1
月に創立50周年を迎えました。
保団連結成当時は、６団体１万人の会員でしたが、現在では
全国51団体約10万7千人、開業医の63％が入会する大きな
団体に発展しています。
また、医科・歯科一体となって活動をしていることも大きな

住江 憲勇

10,115人
34,923人
64,078人
93,311人
10万人会員に到達
医科65,105人 歯科42,180人
計107,285人

全開業医に対する会員比率
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ご入会を心からお勧めします
いま、政府は「全世代型社

全国保険医団体連合会 会長

1969年
1980年
1990年
2000年
2004年
2019年

10

特長です。

ごあいさつ

会員数の推移

軽減を求める運動にも積極的に取り組んでいます。

会保障」の名のもとに、あらゆ

保険医協会・保険医会と保団連は、こうした運動ととも

る世代の負担を増やし、給付を

に、会員各位から寄せられる日々の保険請求事務等の照

抑制する施策を推進し、生活基

会をはじめ、保険医の権利を守るため、厚労省、厚生局

盤を支える社会保障制度をつぎ

等との懇談や国会議員への要請などを通じて審査、指導、

つぎと後退させようとしていま

監査、適時調査などの改善にも取り組んでいます。

す。貧困と格差を解消するため

さらに、医業経営や税務対策、労務管理など、会員各

には、社会保障制度によって所

位が必要とするさまざまな分野の要望にお応えする各種

得再分配機能を十全に発揮でき

研修会や相談会の開催。資料作成、情報発信等のほか、

る状況を築き上げることが必要であり、そのことこそ、政

日常診療に役立つ研究会や会員同士の親睦会、文化行事

府が真っ先に追求すべきことです。国民の生活不安や格

の実施や、病気やケガで休業せざるを得なくなった場合

差と貧困を是正させるためにも、今こそ、社会保障を充

の休業保障制度や、将来の生活設計に役立つ保険医年金

実させる大きな運動が必要です。

制度、万が一の場合への備えとしてのグループ保険など

私たち医師・歯科医師は、これまでも国民のいのちと
健康を守る立場から、
待合室から「ストップ！ 患者負担増」
運動に取り組み、医療改善の声をあげてきました。
また、政府は、4回連続で診療報酬のマイナス改定を
決定しました。こうしたもとで医療経営を守り、支える必
要から、診療報酬の大幅な引き上げと患者負担の大幅な

各種共済制度を用意して会員各位の不安解消をお手伝い
します。
保険医協会・保険医会と保団連は、先生方の医師、歯
科医師として地域医療に貢献される思いにさまざまな形
でサポートし、お役に立ちたいと願っております。
この機会にご入会されることを心よりお勧めします。
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開業医宣言は、これからの医療をより良くする私たちの決意をあらわすものとして、1989年に発表したもの
です。 安心して医療をうけられるようにするためにはどうすればよいか、患者・住民のみなさんに何をすべき
なのか、こうした対話が広がることを心から念願します。

開ｰ業ｰ医ｰ宣ｰ言

保団連の医療に対する基本姿勢

わが国の開業医は第一線医療の担
い手として、長年にわたり地域住民
の医療に貢献してきた。
いま日本人の平均寿命は大きく延
びてきたが、一方、国民生活をとり
まく経済、労働、環境などの急激な
変化とその歪みは、成人病の増加は
もとよりかつては見られなかった心身
の疾患をも生み出し、子どもから老
人に至るまですべての世代を通じて、
健康に対する関心と不安が増大して
いる。
こうした中で開業医師、歯科医師
のあり方も問い直され、日常の診療
に責任を持つことはもとより、疾病
の予防から環境の改善などに至るま
で、その専門的知識、技術による幅
広い対応がつよく求めわれている。
同時に近代民主主義の主権在民、
人権尊重の思想は、医療における人
間関係、医学の進歩と医療の倫理な
ど新しい課題をも提起している。
これらの期待と要望に応えるため
には、患者・住民のもとめるところ
を深く理解し、常に新しい医学・医
術を研鑽して、自らの医療活動を省
み創造する開業医の姿勢と努力が不
可欠である。
また、わが国は「経済大国」とい
われながら、その力が国民には還元
されず、逆に国民の努力により築き
上げてきた社会保障が、軍事予算拡
大やいわゆる「民活路線」の陰で、
次々に後退させられている。さらに
現在、地球的規模での環境破壊や核
兵器の脅威など、人類の生存すら危
ぶまれる状況も存在している。
私たちはこれらの現実に立ち向か
いつつ、21世紀の医療を担う開業医
像をめざして、次の通り宣言する。

1 全人的医療

私たちは個々の疾患を重視するのみならず、患者の心身の状態、家族、
生活環境にも気を配り、全人的医療に努力する。

2 対話の重視

医療は患者と医師の信頼にもとづく共同の行為である。患者の立場を尊重
した対話によって、患者自らが最良の選択を行えるよう、医師は患者に必
要な情報や専門的知識、技術を提供する。

3 地域医療

私たちは住民の身近な存在として、日常診療に責任を持つと同時に、地域
の保健、予防、リハビリテーション、福祉、環境、公害問題等についても
積極的な役割を果たす。

4 医療機関等の連携

私たちは最も適切な医療を行うため、診療機能の交流等を通じ、他の医師、
医療機関等との円滑な連携に努める。同時に他の医療・福祉従事者の役
割を重視し、患者を中心とした緊密な協力関係を保つよう努力する。

5 診療の記録

診療の正確な記録は医師の重要な責務である。療養等に必要な情報の提
供に日常的に努めるとともに、患者からの診療情報提供の求めに誠実に応
ずる。診療情報の提供に際しては、医師の守秘義務を遵守し、患者の秘
密と人権を守る。

6 生涯研修

私たちは患者、住民が最高の医学的成果を受けられるように、常に医学・
医術および周辺学術の自主的な研鑚に努め、第一線医療・医学の創造、
実践、発展をめざす。

7 自浄努力

私たちは、患者や地域住民の信頼を失うような医療行為を厳に戒める。ま
た常に、他の批判に耐える医療を心がけ、医療内容の自己および相互検
討を行うよう努力する。

8 社会保障

医療を資本の利潤追求の市場に委ねてはならず、すべての国民が十分な
医療・福祉を受けられるよう、社会保障を充実することは近代国家の責務
である。私たちは国民とともに社会保障を守り、拡充するため努力する。

9 先端技術の監視

科学技術の急速な発展は人類に多くの恩恵をもたらす一方、その用い方
如何によっては生態系の破壊なども懸念される。私たちは特に人類や地球
の未来に影響を与えかねない先端技術に対しては、その動向を監視し、発
言する。
10

平和の希求

人命を守る医師はいかなる戦争をも容認できない。私たちは歴史の教訓
に学び、憲法の理念を体して平和を脅かす動きに反対し、核戦争の防止と
核兵器廃絶が現代に生きる医師の社会的責任であることを確認する。
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保険医協会の活動

素早く、正確な情報提供
診療報酬改定の情報をいち早く、
正確に提供します
開業医の先生方にとって診療報酬の改定内容

評をいただいています。

は、日常診療に係わる重要な情報です。また、

「新点数検討会（説明会）
」では、改定内容の

保険請求事務をスムーズに行うためにも欠かせま

説明だけではなく、背景にある政府の狙いも明ら

せん。

かにしながら、医療保険制度が医療従事者・患

保団連と各地の保険医協会・保険医会では、
診療報酬が改定されるたびに、一日も早く正確

者にとってより良いものになるための方向性を示
すようにしています。

な内容と解釈をお知らせするため、医科、歯科

また、介護報酬改定の医療系サービスについ

の改定内容をわかりやすく解説したテキストを発

て詳しく解説したテキストも、改定時に発行して

行し、全国の合計400カ所を超える会場で「新

います。

点数検討会（説明会）
」を開催して、毎回大変好

診療報酬改定の内容とそ
の問題点を明らかにした
「新点数検討会（説明会）
」
の模様（右 宮城県保険医
協会、
上 千葉県保険医会）
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※このパンフレットで紹介している出版物は原則とし
て会員向けに作成しており、未入会の先生には販
売できない場合がありますので予めご了承下さい。

点数表改定のポイント
診療報酬点数表の改定内

容に絞って分かりやすくま

とめた医療機関必携の一
冊。

歯科診療報酬2020年改定の要点と解説
改定された歯科診療報酬

を症 例や 図 表 で 詳しく解
説。

歯科向け

A4判
定価：4,000円（予価）

医科向け

B5判
定価：5,000円（予価）

2020年
3月発行
予定

診療報酬常用点数早見表 診療所用・病院用

2020年
3月発行
予定

歯科点数早見表 ブリッジ保険適用

診療所・病院それぞれ

日常診療に必要な点数を

く使う点数を見やすく

丁。使いやすさ、引きやす

の窓口で日常的によ

網羅。長期利用にたえる装

まとめた便利な一冊。

さで好評。

医科向け

歯科向け

B5判 12頁

診療所用 B5判
定価：1,000円（予価）

定価：1,000円（予価）

医科向け

病院用 B5判
定価：1,000円（予価）

2020年
3月発行
予定

新点数・運用Q&A ─レセプトの記載─
改定内容の運用上の疑問

に一問一答形式で解説。レ
セプトの記載方法の変更に
も対応。
医科向け

2020年
3月発行
予定

絵で見る 色でわかる 歯科の院内感染防止対策
院内感染防止対策の要点を

わかりやすく解説した一冊。
歯科向け

B5判 31頁
定価：1,500円

B5判
定価：3,000円（予価）

2020年
4月発行
予定
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保険医協会の活動

請求事務の疑問にも丁寧に
日常の保険請求事務で生じた疑問に素早く、
丁寧にお答えします
日常診療の保険請求事務において疑義が生じ

疑義がある場合などに、管轄の地方厚生局（支

た場合には、お電話などにより各都道府県の保

局）
・都道府県事務所や厚生労働省に問い合わせ

険医協会・保険医会の担当者がお答えします。

を行い、可能な限り必要な情報を提供します。

患者との信頼関係を築きつつ、保険請求事務

いつでも、どこでも、誰でも安心して、安全な

を正確に行っていくことは大切なことです。複雑

医療が受けられることを願いながら、日常診療を

な医療保険制度の仕組みを正しく理解していただ

行う医療機関の先生方が困ったときに、頼りにな

くために、
「医療事務講習会」などスタッフ向け

り、よき相談相手になれるのが保険医協会・保

の講座も開催しています。

険医会です。

保団連、保険医協会・保険医会では、解釈に

ドクター接遇講習会
（奈良県保険医協会）

公費負担医療講習会
（東京保険医協会）
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保険診療の手引

歯科保険診療の研究

診療報酬点数の算定方法

日常診療に必要な点数と

冊。オリジナルの図表、一

カルテ、
レセプトの記入例

て詳しく解説。窓口対応の

保険診療が理解できる。

を分かりやすく網羅した一

覧表、
フローチャートを使っ
方法等も掲載した保険診
療のバイブル。
医科向け

要点をわかりやすく解説。

も掲載し、
これ一冊で歯科
歯科向け

A4判
定価：8,000円（予価）

B5判
2020年
定価：6,000円（予価） 夏頃発行

2020年
4月発行
予定

予定

在宅医療点数の手引 診療報酬と介護報酬
複雑化の一途を辿る在宅

公費負担医療等の手引
全国で広く実施されている

医療点数や関連する介護

すべての公費負担医療制

を用いて詳しく解説。レセ

保険の諸給付、労災や公害

報酬について、豊富な図表

プト請求事例のQ＆Aも掲
載。

2020年
秋頃発行
予定

デンタルスタッフのための歯科保険診療ハンドブック
デンタルスタッフ向けに保

険診療の仕組みについて

図説を使って分かりやすく
解説。

補 償 制 度なども幅 広く解
説。

医科歯科共通

医科向け

B5判
定価：5,000円（予価）

度はもちろん、各種の健康

B5判 636頁
定価：4,000円

今日からできる歯科訪問診療の手引き
通院ができない患者さんの

ための口腔機能改善に役立
つ一冊。
歯科向け

歯科向け

A4判 126頁
定価：4,500円

A4判 90頁
定価：1,500円
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保険医協会の活動

経営・税務・労務対策でも頼りに
経営・税務、スタッフ対策など
医院経営に関するご相談にもお答えします
保団連、保険医協会・保険医会は、医療の公

います。

共性を重視し、医院経営を守り安定させるため医

また、診療所の事業承継や閉院の際のポイン

業税制の存続・改善を求める運動に積極的に取

トなどの相談にもお応えしています。 マイナン

り組んでいます。

バー対策の講習会なども開催しています。

負担の逆進性の強い消費税の減税と、医療へ

厳しくなる医師、歯科医師の労働環境や医院

の損税問題解消のため、
「ゼロ税率」の適用を求

経営のもと、より良い医療を提供するためには魅

めています。

力ある医院づくりが大切です。従業員とのトラブ

日常の相談では、納税者の権利を守る立場か

ルなどがない職場にするための雇用管理はどうあ

らアドバイスを行っています。経営者、管理者と

るべきか、患者さんとのトラブル対策などのアド

して必要な知識をまとめたテキストなどを利用し

バイスをいたします。

て、確定申告や財産運用、相続などの税務対策
や税務調査に関する相談会や講習会を開催して

スタッフ向けの「マナー講習会」
「接遇セミナー」
などは、毎回とても好評を得ています。

納税者の権利を守る立
場から地域を管轄する
国税局との懇談・要請
を行っています。
（四国
ブロック国税局交渉）

医療安全管理研修会
（三重県保険医協会）
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三

校

「年休消化義務」学習会
（滋賀県保険医協会）

医療スタッフセミナー
（宮城県保険医協会）

保険医への税務調査
2013年からの税務調査の

手続き法制化をふまえて、
税務行政の特徴、医院への

医院経営と雇用管理
募集・採用から、労働条件、
就 業 規 則 、給 与 規 程 モデ
ル、退職、解雇、懲戒などの

税務調査と対応をQ&Aな

ポイントから院長の役割、

医科歯科共通

して最適の書。

どで分かりやすく解説。
B5判 172頁
定価：1,500円

心構えまで解説。実務書と
医科歯科共通

B5判 181頁
定価：1,500円

保険医の経営と税務
日々の記帳・税務対策のた
めの必須書。日常業務、開

業・継承・閉院の他、相続・
贈与、勤務医・スタッフの税
務、
消費税など解説。
医科歯科共通

B5判 本文219頁＋巻末資料
定価：1,500円
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三

校

保険医協会の活動

審査、指導対策でも頼りに
審査や個別指導、適時調査などに関する
ご相談にも対応しています
政府・厚生労働省は、医療費抑制を目的として、
各県差異をなくすことを名目にした「平準化」や
審査支払機関によるICTやAIを活用した審査の強

ども開催しており、日常的にご相談を受け付けて
います。
適時調査へのご相談にもお応えしています。

化を進めています。
また指導では、未だに指導医療官や事務官の
心ない発言で萎縮し、有意義な指導が受けられ
ないとの報告が散見されます。
保団連、保険医協会・保険医会は、不当な審査、
指導に断固とした姿勢で臨み、保険医が医学的
な良心を貫けるよう、制度の抜本的改善、情報
の開示・公開などを求めて運動しています。
具体的には、保険医の先生方の人権を守るた
め、個別指導時の弁護士帯同・録音の実施や、
審査制度改善に向けた厚労省要請などに取り組
んでいます。
また、日常の留意点をまとめたテキストなどを
利用して、審査、指導、監査に関する講習会な

医科・保険医のための
審査、指導、監査対策（第4版）
審査、指導、監査制度の仕

審査、指導に関する厚労省交渉（2019年12月19日）

カルテ記載を中心とした指導対策テキスト
─歯科指導対策必携改定第9版─

従来の内容から審査部分

組みと日常の留意点をまと

を大幅に補強し、縦覧・突合

医科向け

事項等を掲載。カルテ記載

めた実務書。

B5判 472頁
定価：4,000円

点検や算定日情報の留意
等に欠かせない内容を網
羅。

歯科向け

A4判 204頁
定価：2,000円
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三

校

日常診療向上の研究会・講習会
日常診療向上のために、
すぐに役立つ研究会活動に取り組んでいます
保険医協会・保険医会では、会員の「幅広い
知識と技術を身につけたい」という声に応え、日
常診療を向上させるための研究会活動にも力を
入れています。
医科歯科独自の要望に沿った研究会や講習会
を開催するとともに、医科歯科連携の研究会や医
療安全管理対策の講習会などを開催しています。
また、保団連、保険医協会の新聞・雑誌上に
最新の臨床研究を掲載しています。

頸動脈エコーの座学と
実習（愛知県保険医協会）

日常診療の現場ですぐに役立つ実践的な研究
会活動は、地域医療を担う先生方にとても喜ばれ
ています。
保団連では、第一線にふさわしく医療・医学の
進歩と発展をめざして、保団連医療研究フォーラ

保団連医療研究フォーラムで
の調査発表（2019年10月）

ム（医療研）を毎年開催しています。

会員の親睦・交流を広げる文化活動
会員が家族ぐるみで交流できる文化活動に取り組んでいます
保険医協会・保険医会では、会員同士の絆を

しています。

深め、親睦・交流を深めるために、文化活動も
重視し活動しています。
「写真教室」や「陶芸教室」
「囲碁・将棋教室」
などの文化教養講座をはじめとして、
「ゴルフコ
ンペ親睦会」や「スキー教室」
「クリスマスの夕
べ」など従業員や家族ぐるみで親睦・交流がで
きるような企画も行っています。
また、保団連では全国の会員とその家族・ス
タッフの方が写真を出展・展示する「全国保険
医写真展」や「新・味わいと文化の旅」を開催

保団連主催の新・味わいと文化の旅（2019年11月）

11
H 保険医協会の栞2020.indd 11
W210×H297 




データ更新日時 2020/01/30 13:55:52
ＰＤＦ作成日時 2020/01/30 13:56:01
loyal_X4_CS5.5_CC

三

校

保険医協会・保団連の活動

いつでも どこでも だれでも
安心して医療が受けられる社会を
政府がすすめる患者、国民の医療や介護の負

の家族をかかえる方々など、世代を超えて負担

担増は、とどまることなく続けられようとしてい

増への不安の声が数多く寄せられました。

ます。

私たち保険医協会・保険医会、保団連は、
「もう、

このままでは、いつでも どこでも だれでもが

これ以上、患者負担を増やさないでほしい」とい

安心して医療を受けるということができなくなっ

う医師・歯科医師、患者、国民の願いを国会に

てしまいます。

届けるため、署名活動をはじめ、さまざまな運動

こうした計画を知らせるために保険医協会・保

に取り組んでいます。

険医会・保団連は待合室から「ストップ！ 患者負

医療・社会保障の充実と医師・歯科医師の経営・

担増」の取り組みを広げてきました。2014年か

生活ならびに権利を守るため、厚生労働省はじめ

らは、
「クイズで考える私たちの医療」に取り組み、

各省庁や国会議員、地方自治体、地方議会へも

5回目となった2018年は、8万通にせまるハガキ

働きかけています。また、マスコミ関係者に医療

の返信がありました。

現場の実態を発信するため、定期的に懇談会を

ハガキの返信には、高齢者、現役世代、病気

開催しています。

クイズハガキのとりくみ

診療報酬の大幅引き上げ、患者負担軽減を求め
る国会内集会

患者負担を増やさ
ないことを求める
請願書名とリーフ

保団連・保険医協会の政策を広く知らせ、患者、
国民と一緒に医療保障を充実させるためにパンフ
レット等を発行しています。医療機関の待合室な
どに置いて、活用していただいています。

憲法・いのち・社会保障まもる国民集会
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念

校

歯科医療の活動

保険で良い歯科医療を
歯科医療を守るため、
心から入会を呼びかけます

全国保険医団体連合会
歯科代表

宇佐美 宏

保団連は、医師・歯科医師が同一の組織に結

る厚労省要請を行ってきました。それが2年ごと

集し、国民と共に医療、福祉改善運動に取り組ん

の診療報酬改定のたびに大きな成果として結実し

でいる世界で唯一の組織です。現在会員数は10

ています。

万７千人強（そのうち歯科会員が４万２千人）とい
う大世帯です。

改定後には、保団連、各協会・医会の総力を
結集して「改定の要点と解説」を発行し、全国各

保険でより良い医療の充実、改善を通じて国
民医療を守ること、が運動の大切な柱です。

地でわかりやすい解説を行っています。その内容
の充実ぶりとスピーディーな対応で改定直後の日

「いつでも、どこでも、誰でも」が安心して最

常診療におおいに役立つ、
と好評を博しています。

適な医療が受けられるように、国が次々に打ち出

さらに、医科より厳しいと言われている審査、指

してきている患者窓口負担増や医療制度改悪に

導、監査についても各協会、医会で保険医の権

対して、
「ストップ！患者負担増」運動を継続的に

利と裁量権を守るため、会員に寄り添った相談、

取り組んでいます。 歯科はとりわけ患者負担増

協力に力を注いでいます。

の影響を受けやすく、受診減がおこりやすいので、
「保険でよい歯科医療を」運動署名では窓口負

さらに、国の低歯科医療費政策のしわ寄せを
最も強く受けている技工士・所の困難についても、

担の軽減を第一に訴え、これまでに200万筆近く

全国の歯科技工所にむけてアンケートを行い、技

の署名を集め国に要求してきました。子ども医療

工士と共に抜本的な解決に向けて改善運動に取

費の助成をすすめる運動も旺盛に進め、数多く

り組んできました。直近の金パラ「逆ざや」問題

の自治体で実現させています。

については、現在、全国規模で調査を行い、国

また、保険診療の質を担保するために、日常
診療現場での要求をきめ細かく集約し、たび重な
保険で良い歯科医療を求
める請願署名提出集会
（2019年11月28日）

にその実態をつきつけ、国会議員の協力等も得
ながら解決策を国に迫っています。
また、会員の日常診療を守るうえで、病気やけ
がでの休業保障の備えとして、他と比べて優位性
の高い「休業保障制度」も充実しています。加
えて従来から定評のある「保険医年金制度」は
会員の老後をしっかりと保障してくれます。
日常診療の成果の発表や研修の場として、秋
の「医療研究フォーラム」があり、国の医療政策
や診療報酬制度の学習には夏の「夏季セミナー」
が用意されています。
自らの経営と権利を守り、国民により良い医療
を提供するために、会員参加型の保団連に入会
されることをおすすめします。
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念

校

備えやすい掛金で充実の保障

休業保障制度
休業保障制度は、病気やケガによって診療を休んだ場合に、
定額の給付金を受けられる、保険医協会・医会の共済制度です。

●たとえば

４３歳で８口加入
毎月の掛金は24,000円

➡

非営利・助け合い
の共済制度です。

●３０日分の給付を受け場合
自宅療養 1,440,000円
入院療養 1,920,000円

制度のポイント
●入院だけでなく、自宅療養にも給付
●再発や後遺症にも給付（通算500日限度）
●代診を置いても給付
●掛金は加入から上がらない
●保障期間は75歳まで
●傷病休業給付金は非課税
●所得補償保険との重複給付OK
●脱退給付金あり（3年以上加入の場合）

加入申込資格
・保険医協会・医会の会員であること
・加入日現在、加入年齢が60歳未満であること
・保険医であること
・１つの主たる医療機関等で、週4日以上かつ週16時間以上業務に従事していること
・告知日現在、健康であること

※告知書等に基づき、審査委員会で加入の可否を決定します。
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三
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●拠出金（保険料）
加入年齢

8口

5口

3口

1口

〜29歳

20,000円

12,500円

7,500円

2,500円

30歳〜39歳

22,400円

14,000円

8,400円

2,800円

40歳〜49歳

24,000円

15,000円

9,000円

3,000円

50歳

26,400円

16,500円

9,900円

3,300円

51歳〜54歳

ー

16,500円

9,900円

3,300円

55歳〜59歳

ー

18,500円

11,100円

3,700円

※加入年齢は加入日現在の満年で計算し、1年未満の端数月が6カ月を超える場合は1歳繰り上がります。

●給付内容（1口につき）
種類
傷病休業給付金

入院給付金

長期療養給付金

給付金額

摘要

傷病により6日以上連続して休
6日目から1日につき6,000円、
業したとき
通算500日限度
加入日以後の不慮の事故によ （自宅・入院とも）
り身体に傷害（原因が疾患と関
連または疾 患を併発している 傷病休業給付金の支給対象と
入院1日につき2,000円、
なる期間内に入院したときに加
傷病休業給付金に加算給付 場合は除く）を被ることによる
休業、または、加入日から3 ヶ 算給付
月を経過した日の翌日以降の
1日につき自宅3,000円、
傷病休業給付の日数限度を超
疾患原因により休業したとき
入院6,000円
えて更に連続して休業したとき
最大230日
（復業した時点で終了）

弔慰給付金

50万円（＋脱退給付金）

高度障害給付金

50万円（＋脱退給付金）

脱退給付金

受給資格

別に定める
脱退給付金額表により
定めた金額

傷病により死亡したとき
加入日以後、契約期間中に給
付事由が発生したとき
傷 病 に より高 度 障 害 状 態 に
なったとき

加入日後3年を経過したとき

加入日後3年以上を経過して
脱退したとき
（満60歳到達直後の8月1日の5
口超の減口および満70歳到達
直 後 の8月1日 の3口 超 の 減 口
を含む）

●ご家族からも安心の声
開業医の夫が入院した時、代診の先生に患者
さんの診療をお願いして給付を受けました。お
かげで、夫は療養に専念して、今は再び診療に
復帰することができました。私たち家族のこと
も、精神面・金銭面で支えてくれたのが、保険
医協会の「休業保障制度」でした。
（開業医の配偶者）

休業保障制度は
運営50年
休業保障制度は、非営利
の共済制度です。だから
こそ、備えやすい掛金で
この保障内容が実現でき
ました。現在、全国で約
3万8000人の医師・歯科
医師が加入しています。
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三

校

老後に備えるなら

保険医年金
保険医年金は、開業医の老後生活のための年金制度です。
国内有数の生命保険会社６社が受託する
拠出型企業年金保険として運営しています。

自在性のある積立と受取
●掛金の積立は
毎月コツコツ払い込む「月払」
（１口１万円）

積み立て方も
受け取り方も、

・通算30口まで増口できます。

いろいろ
選べるんですね。

・毎月、本人の銀行口座から引き落とします。
・払い込みを中断することもできます。

まとめて積み増す「一時払」
（１口50万円）
・新規の場合、1回の加入に40口（2,000万円）まで
申し込めます（増口の場合、
1回の加入に20口まで）。

●給付金の受取は
年金は4種類の受取方法
・加入後5年経過すれば、いつでも年金として受け取
ることができます（80歳満期）。受取方法は、受
取時に4種類から選択できます。
●１０年確定年金

（基本年金額は一定）

約231,590円
（月額）
(増加年金)

●１５年確定年金

●逓増型１５年確定年金

（基本年金額は一定）

（基本年金額は毎年２％複利逓増）

約159,190円
（月額）

65
歳

10年間

約138,720円
（月額） (増加
年金)

（基本年金）
75
歳

65
歳

15年間

（基本年金額は毎年２％複利逓増）

約183,070円
（月額）

(増加年金)

（基本年金）

●逓増型２０年確定年金

約148,790円
（月額）
約102,110円
（月額）

（基本年金）
80
歳

65
歳

15年間

(増加年金)

（基本年金）
80
歳

65
歳

20年間

85
歳

一時金としての受取も可能
・積立金を口ごとに減口（口単位での解約）して、一時金として受け取ることができます
（加入期間が短いと元本割れすることがあります）
。
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●ご加入例
40歳で月払10口（10万円）加入し、
70歳から年金受給した場合（下段は60歳で一時払10口増口した場合）

40歳

60歳

月払10口

70歳

年金受給

（10万円）
加入

一時払10口

開始

（500万円）
増口

予定利率は1.259％（2020年1月1日現在）
保険医年金の予定利率は1.259％で複利運用され、毎年決算時に
積立金を確定します。さらに、決算時に配当があれば積立金に上
乗せされます。
（2018年度は1.259％に0.185％の上乗せがあり、

●15年確定年金の場合
年金月額

約253,780円

受給総額

約 4,568万円

掛金総額

3,600万円

年金月額

約286,880円

受給総額

約 5,163万円

掛金総額

4,100万円

1.259％の
予定利率は、
最低保証利率です。

合計で1.444％となりました。
）

国内生保6社が受託
保険医年金は、大樹生命・
明治安田生命・富国生命・
日本生命・太陽生命・第一
生命の国内有数の生保会

受託保険会社

受託割合

大樹生命

24.19％

明治安田生命

32.91％

富国生命

18.08％

日本生命

14.67％

太陽生命

7.65％

第一生命

2.50％

社６社と拠 出型 企 業 年金
保険契約を締結し、運営し
ています。

加入資格
●保険医協会・医会の会員の方
●加入日現在、満74歳までの方（1945年9月2日以降生まれの方）
※増口の場合は満79歳までの方（1940年9月2日以降生まれの方）
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出版物

※このパンフレットで紹介している出版
物は原則として会員向けに作成してお
り、未入会の先生には販売できない場
合がありますので予めご了承下さい。

出版物のご案内
すぐに役立つ各種テキストを発行
新規開業医の手引

入院・介護と口腔

開業地選択のポイントから、

入院や介護の現場における

金対策、スタッフ対策まで、

ラブルやケアの事例と対応

医院建築費用、法律問題、税

摂食・嚥下障害など、口腔ト

開業を検討する上でのポイ

を具体的に紹介。口腔管理

を考えている勤務医必読の

携の一冊。

ントが すべ てわかる。開 業
書。

の重要性が増すなかでの必
医科歯科共通

医科歯科共通

B5判 80頁
定価：1,000円

医療安全管理対策の基礎知識

A4判 14頁
定価：50円

届出医療の活用と留意点
施設基準・人員基準の手引き

医療安全・院内感染・医薬品・

地方厚生局・支局への届出

のために必要な指針・報告

を丁寧に解説。複雑な届出

羅。また、
当会のヒヤリハット

わかりやすくチェック表を

医療機器の安全管理対策
書・マニュアル等の例示を網

事例調査結果も紹介。医療
事故調査制度の概要も。
医科歯科共通

A4判 251頁
定価：2,000円

『保険医のための災害対策必携』
－防災マニュアル作成の手引き－

災害への日常的な対策と被

災からの復旧・復興に向けた

諸制度を紹介。災害対策と
医療提供体制の復旧・復興

に向けた必携の書。
医科歯科共通

A4判 47頁
定価：1,500円

が必要な医科点数の要件

事項や日常管理について、
収載。

医科向け

B5判
定価：6,000円（予価）

女性医師･歯科医師開業医会員アンケートまとめ
2015年、女性開業医会員を
対象に、働く環境や悩み、要

望に関するアンケートを実

施。女性医師･歯科医師の過
酷な労働実態が明らかに。
政策パンフレット

A4判 22頁
無料配布
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役立つ情報を配信

ホームページ・発行物のご案内
ホームページ、YouTube、新聞、月刊誌でも
さまざまな情報を発信しています

保団連と多くの保険医協会・保険医会では、ホームページを開設して、さまざまな情報を発信してい
ます。保団連では、ホームページなどを通じて各種の情報を提供中です。
詳しい入会の
お問い合わせは
ここをクリック

全国保険医新聞
月3回発行 会員は無料

月刊保団連
月1回発行 会員は無料

保団連YouTube公式
チャンネル
【個人情報の取り扱いについて】
先生からいただいた個人情報につい
ては、問い合わせ等への回答等業務
の処理、及び当会の関連業務のご案
内の送付に利用させていただきます。

国民の皆さんの疑問に
答え、より良い医療を
目 指 す た め の サ イト。
回答は、 会員の医師・
歯科医師がボランティ
アで参加しています。
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