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姫路市で診療報酬改定研究会を開催 

医療費削減路線の転換を 

 姫路・西播支部では、2022 年４月の点数改定に先立ち、3 月 24 日に医科を、3 月 26 日に歯

科を対象として診療報酬改定研究会を開催した。医科には入院外 147人、入院 29人が、歯科

には 105人が参加した。研究会では診療報酬の引き上げと医療従事者の待遇改善、75歳以上の

医療費窓口負担２割化中止を求める決議を採択し、「２割化中止」を求める署名 109筆が集まっ

た。 

 

入院外は清水映二副支部長が、入院は吉岡

巌協会副理事長が、歯科は小松盛樹・橋本福

治両幹事と橋本孟徳先生（姫路市・スマイル

パーク歯科）が、それぞれ講師を務め、改定

内容のポイントを解説。会場に訪れた参加者

は、熱心に耳を傾けた。 

研究会の冒頭、医科では正木茂博支部長が、

歯科では小松幹事が、診療報酬をめぐる情勢

について報告。コロナ禍による受診抑制で医

療機関の経営が苦しくなる中、本来であれば

診療報酬の大幅プラス改定が求められてい

たことや、新自由主義的路線を転換し、「医

療費抑制策」を見直すべきことを訴えた。 

会場では「診療報酬を引き上げ、医療従事

者の待遇改善を求める決議」を拍手で採択し

た。

 

Ｎｏ.279 2022年 4月 25日 

発 行 兵庫県保険医協会姫路・西播支部 支部長 正木茂博 

連絡先 〒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 5F 

            兵庫県保険医協会 TEL/078-393-1840 FAX/078-393-1802 

 

診療報酬引き上げと 75 歳以上の医療費窓口

負担２割化中止を呼び掛ける正木支部長 
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ラジオ関西「医療知ろう！」コーナーに姫路・西播支部の先生が出演 

健康情報を市民に届ける 
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、姫路・西播支部から西川実徳先生（姫路市・西川クリニック院長、3月 3日放送）と北村ア

キ先生（姫路市・あき循環器心臓リハビリクリニック院長、3月 24日放送）が出演した。

西川先生は、「不眠症と漢方」をテーマに、

不眠で悩むリスナーからの「漢方薬は不眠症

に効くのか」という質問に答え、漢方薬と睡

眠の関係や処方の仕方について分かりすく

解説した。 

西川先生は「漢方薬は不眠症にもよく処方

されています。また、体のバランスを整えて

睡眠に誘導するので、依存症や耐性の心配も

ありません」と述べ、漢方薬が睡眠にとって

よい効能があるとした。有名な漢方として酸

棗仁（さんそうにん）や胡加竜骨牡蛎湯（さ

いこかりゅうこつぼれいとう）を挙げ、これ

らが心を落ち着かせる作用をするため、睡眠

へ導くことになると、漢方薬と睡眠の関係を

述べた。漢方薬がどのように処方されている

かという点については「患者さんの脈や舌の

様子を観察し、心臓や脾臓などの臓器の働き

具合と併せて処方の方針を決めます」と、一

人ひとりの体質に合わせて処方すると説明

した。 

 

北村先生は「心臓の病気と日常生活の深い

かかわり」をテーマに、塩分の取りすぎをは

じめとした食生活の乱れが心臓病に与える 

影響や日常生活の注意点を説明した。北村先

生は、「食生活が乱れると、心不全などの心

臓病が悪化することがある」として、特に塩

分摂取を抑えることが重要と指摘。塩分を採

りすぎると、体の中に余分な水分や血液が溜

まり、血圧や心臓の機能に悪影響を及ぼすと

して、「できるだけ塩分量の少ない食事を」

と呼びかけた。 

さらに、「食生活だけでなく、運動や睡眠

など、生活習慣全てを変えることが一番効果

的。かかりつけの医師や看護師にぜひ相談を」

と呼びかけた。 

 

※番組は協会 HP から視聴できます 

http://www.hhk.jp/topics/2021/1007-

090000.php090000.php 
 

 
 

北村アキ先生（左端）が生活習慣から見

直す大切さを訴えた 

左から、西川実徳先生、アシスタントで元 

SKE48 の犬塚あきなさん、パーソナリティの寺

谷一紀さん 
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【会員限定】 参加できなかった研究会を DVD で 

診療内容向上研究会ほか講演録 DVD 
 

協会研究部主催の診療内容向上研究会（診内研）、特別研究会、臨床医学講座や、薬科部主催の薬

科部研究会などの講演 DVD（下記）を作成しています。頒布価格はいずれも 1枚 1,000円（送料込）で

す。会員の先生方個人の視聴用のみにご利用ください。 

ご注文は、℡：078-393-1840 研究部まで 

※以前の DVDにつきましてもお問い合わせください。 

 
年 日 程 種 別 テ ー マ 講  師 

２
０
２
１
年 

6月 3日 
第 40回在宅医療

研究会 

ＡＣＰ（ アドバンス ケア プ

ランニング ） 

～基本的な考え方と地域緩和ケ

アにおける「人生会議」～ 

灘区・ホームホスピス 関本クリニック 院

長 

関本 剛 先生 

6月 12日 第 574回診内研 誤嚥性肺炎を深く正しく診る 
札幌医科大学 総合診療医学講座   

佐藤 健太 先生 

6月 26日 薬科部研究会 
緊急避妊薬の処方と 

よくある質問への回答 

淀川キリスト教病院 産婦人科 医長   

柴田 綾子  先生 

6月 20日 第 53回総会 
感染症と文明 ～コロナ禍で問

われる医療と社会～ 

長崎大学 熱帯医学研究所 環境医学部門  

国際保健学分野 教授 山本 太郎 先生 

7月 10日 第 575回診内研 
心電図スキルアップセミナー  

見逃してはいけない心電図 

高知大学 老年病・循環器内科学 准教授 

山崎 直仁 先生 

7月 17日 薬科部研究会 糖尿病の薬物療法最前線 

医療法人社団慈恵会 新須磨病院 常任学術

顧問、 

糖尿病センター長               

東邦大学名誉教授  芳野 原  先生 

8月 7日 第 576回診内研 まるわかり！自己炎症性疾患 
兵庫医科大学皮膚科 主任教授    

金澤 伸雄 先生 

10月 9日 第 578診内研 

女性の不定愁訴を見分ける３つ

の問診  

～月経前症候群、更年期障害、

産後うつ病を見逃さない～ 

淀川キリスト教病院 産婦人科 医長   

柴田 綾子 先生 

10月 23日 薬科部研究会 気血水(津液)について 東大阪市・小阪医院 院長  曺 桂植 先生 

２
０
２
２
年 

11月 27日 第 578診内研 
小児救急外来 ただいま診断

中！ 

兵庫県立こども病院 救急科  

竹井 寛和 先生 

12月 4日 薬科部研究会 
アトピー性皮膚炎の治療 

～外用剤から生物学的製剤～ 

中央区・はやし皮ふ科クリニック   

林 宏明 先生 

12月 11日 第 579診内研 
わかってほしい！子ども・思春

期の頭痛 

筑波学園病院小児科／東京クリニック小

児・思春期頭痛外来 藤田光江 先生 

1月 29日 薬科部研究会 
泌尿器科医の処方箋～排尿障害

の巻～ 
明和病院 泌尿器科 部長  善本 哲郎 先生 
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兵庫県保険医協会 税務経営部ニュース  
2022年 4月 15日（本状含め１枚送信） 

＊下記の情報は全て 4月 15日現在のものであり、今後変更等がある可能性があります。 

昨年 11月～３月のいずれかの月の収入が３割減の医療機関は 

事業復活支援金を受け取れます 
新型コロナウイルス感染症による外出自粛などの影響を受け、昨年 11月から３月のいずれかの月の収入

が、2018年 11月～2021年 3月のいずれかの年の同じ月に比べて３割以上減少した事業所は、国の「事業復

活支援金」を受けることができます。制度の概要は下記の通りです。 

給付対象 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、2021年 11月～2022年 3月のいずれかの月（対象

月）の売上高が 2018年 11月～2021年３月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較して、30％以上

減少した事業者 

給付額  2018年以降の基準月を含む 11月～３月の期間の売上高（2018年 11月～2019年３月、2019年 11月

～2020年３月、2020年 11月～2021年３月）―対象月の売上高×５か月分 ※給付上限は、下記の表の通り

 

申請方法 ①一時支援金・月次支援金をすでに受給している場合→ホームページから IDを発行して申請 

②一時支援金・月次支援金を受給していない場合 →税理士や金融機関などによる「事前確認」

が必要です。顧問税理士や融資を受けている金融機関にご相談ください。 

※「事前確認」できる機関に心当たりがない場合、協会までご相談ください 

申請締切 ５月 31日（火）（事前確認は５月 26日（木）まで） 

制度の詳細はウェブサイト（「事業復活支援金」で検索）をご確認ください。 

問い合わせ窓口は℡:0120-789-140（土日・祝日含む全日午前 8時 30分から午後 7時まで） 

 

★令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（無床診８万円など） 

厚労省 「交付決定は完了」と発表 
すべての医療機関に対し、診療所８万円、病院・有床診療所 10万円の感染拡大防止対策費を補助する補

助金（１月末締切）については、厚労省によると交付決定がすべて完了しているとのことです。ただし、交

付決定が済んでも入金はまだの医療機関は多くあり、厚労省は「必ず入金するので待ってほしい」としてい

ます。 

※申請したにも関わらず、交付決定がまだの方は、厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセン

（℡:0120-974-036（平日午前 9時 30分から午後 6時まで））までお問い合わせください 

ご不明な点につきましては兵庫県保険医協会までお問い合わせください 

税務経営部 078-393-1807（平日午前 10時～12時、午後２時～５時） 


