
2022 年３月１5 日 ( 毎月３回５･15･25 日発行 ) 兵庫保険医新聞 ( 昭和 43 年６月 12 日第三種郵便物認可　年間購読料 12,000 円 ) 号外 4
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２０２２年診療報酬改定研究会

日時　３月 26 日（土）１5 時～

＜尼崎支部 診療所向け＞

＊別途送付 ( ３月初旬発送 ) の『案内ハガキ ( 医科：黄色、歯科：ピンク色 )』を当日

必ずお持ちください。案内ハガキと引き換えに会場で研究会資料（医科『点数表改定の

ポイント』、歯科『2022 年改定の要点と解説』）１冊と無料で交換します。追加は、1 部

医科 2,000 円、歯科 1,000 円にて販売します。同資料は各医療機関宛に別途 1 部お送り

します (無料 )。

＊スタッフの方もご参加いただけます。

＊他会場、病院・有床診療所向け会場、オンライン配信は、兵庫保険医新聞２月 25 日号・

３月５日号をご覧ください。

日時　３月 27 日（日）１4 時～

医科

歯科

会場  （医科歯科いずれも）

　　　都ホテル尼崎 　あやめの間

　　　　　　　　　　　　　http://www.hhk.jp/
　

　＊新型コロナウイルス関連情報として、助成金、融資、診療報酬の特例など、

　　掲載しております。

　＊生涯研修に役立つ各種研究会のご案内、生活を支える共済制度のご紹介、日々

　　の協会活動報告を掲載しております。ぜひご覧ください！

TEL 078-393-1805 ／ FAX 078-393-1802　　

e-mail　miki-o@doc-net.or.jp　担当：沖野まで

尼崎支部ニュースへの投稿を募集しています

日常診療にかかわることや、 主張、 趣味のお話などお寄せください。

　兵庫県保険医協会のホームページ
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　尼崎市は 2 月議会に、7 月から子ども医療費助成を

改善する予算案を提出しました。

　予算案では、市民税非課税世帯の窓口負担を中学 3

年生まで無料としています ( ２面表参照 )。また、小

学 1 年から中学 3 年までの通院では、現在市民税所得

割額 23.5 万円未満の世帯は、1日 800 円月 2回まで (小

学 3年まで )・2割負担 (中学 3年まで )を、1日 400 円・

月 2 回までに改善としています。23.5 万円以上の世帯

は、現在の 3 割負担を、1 日 800 円・月 2 回までとし

ています。さらに入院は、高校卒業まですべての子ど

もを無料としています。

　協会尼崎支部が加盟する尼崎社会保障推進協議会

( 尼崎社保協 ) は、昨年秋より、中学校卒業まで医療

費を無料にすることを求めて署名運動に取り組み、会

員医療機関から 1,000 筆を超える協力をいただきまし

た。尼崎社保協全体では 14,000 筆に達している署名

を市議会に届けてきました。

　今回の尼崎市の改善案は、協会や尼崎社保協と、な

によりも市民の要求が実現したものです。しかし、小中学生の通院が無料となる範囲は市民

非課税世帯の子ども 803 人に限定しており、予算額もわずか 900 万円にすぎません。所得制

限を撤廃して、すべての子どもたちが安心して医療を受けられるようにすることが求められ

ます。

　尼崎市議会は 2～ 3月議会で予算案を審議します。

　次号支部ニュースにその後の経過をお知らせます。

協会と社保協の要望実り、尼崎市が子ども医療費の改善を提案

完全無料化へ引き続きご協力を

兵庫県保険医協会　　　

尼崎支部ニュース
                  　〒 650-0024　神戸市中央区海岸通 1-2-31
神戸フコク生命海岸通ビル 5階　兵庫県保険医協会 尼崎支部

　TEL078-393-1801　FAX078-393-1802

 422 号

 2022 年３月 15 日付

（２面につづく）

毎月定期的に市内の駅前宣伝に取り組み

署名を訴える社保協メンバー　　　　　
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（１面のつづき）

高原周治先生がラジオ関西番組で子ども医療署名訴え

左から、高原周治先生、パーソナリティの寺谷一紀さん、

アシスタントで元 SKE48 の犬塚あきなさん

　ラジオ関西番組「寺谷一紀と！い・しょ

く・じゅう！」内の協会提供コーナー「医

療知ろう！」に、１月 20 日に尼崎支部か

ら高原周治支部幹事（高原クリニック）

が「尼崎市で中学卒業まで医療費無料化

を！」をテーマに生出演。「コロナ禍で生

活が困窮する世帯が増加する中で、全て

の子どもたちが必要な医療を受けられる

ために、今こそ医療費助成の拡充が必要

だと切実に思います」と県民に署名の協

力を広く呼びかけた。
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2022 年 10 月実施が狙われています

　2021 年 6 月、国会で 75 歳以上医療費窓口負担２割化

法が可決されました。この法律が実施されると 2022 年

10 月から、75 歳以上で年収 200 万円以上の人 ( 約 370

万人 ) の医療費窓口負担が２割となります。国会の審議の

中で、①２割負担導入による「現役世代」の負担軽減効果

はわずか月額約 30 円であること、②コロナ禍の今、精神

的にも経済的にも疲弊している中での高齢者への負担増は

受診控えを招くことが各種調査で明らかとなっています。

重症化予防のためにも、地域で患者・国民が安心して治療

を受けられるよう、署名にご協力下さい。

 署名用紙の注文などは TEL078-393-1807 まで

７５歳以上　医療費窓口負担２倍化中止させよう！

署名活動にご協力下さい！

第 573回幹事会だより

２月２４日（木） 於：わたや整形外科

○ 尼崎支部の会員数
　2/22 現在　医科 378 人、歯科 165 人

○ 医療をめぐる情勢と運動対策
　新型コロナウイルス感染拡大による会員アンケート「オミクロン株流行に伴う診療
所・クリニックでの対応に関して」の調査結果から見える診療状況と問題点について、
診療報酬改定で導入が決まったリフィル処方箋について意見交流した。「75 歳以上窓
口負担２割化中止」を求める患者署名の取り組み目標（協力会員数 109 人・4,800 筆）、
診療報酬改定研究会、今後の支部企画案ついて討議した。

○次回日程　３/24（木）14：00 ～　わたや整形外科（阪急塚口駅から徒歩 10 分）

お問い合わせは℡ 078-393-1805 沖野・石本まで


