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新年のごあいさつ

北播支部長　曽野　瑞弘

　大寒の候、支部会員の先生方におかれましては、ご健勝のこととお慶び申し上げます。また、

平素より北播支部に格別のご配慮を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、本年は診療報酬改定の年です。政府は改定率を全体でマイナス 0.94％と決定しまし

た。保険医協会は、前回の診療報酬改定以来、とりわけコロナ禍による医療崩壊の原因が低

医療費政策にあることを、医療現場の実態を告発しながら訴えてきました。

　今回のマイナス改定はこうした状況を全く顧みないものです。診療報酬を適切に引き上げ、

公益医療を提供する医療機関の運営を安定させることによって、患者さんが安心して医療を

受ける権利が保障されると思います。

　当支部では、引き続き感染防止に配慮しつつ、様々な活動

を行っていく所存です。今月下旬に経営研究会 （4 頁参照）、

２月に政策研究会 （下案内）、３月には診療報酬改定研究会を

予定しています。ぜひご参加ください。

　本年も旧年と変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上

げます。

政策研究会「医療費抑制政策の転換について」

　日　時　2 月 16 日（水）20 時～ 21 時
　会　場　小野市・加東市医師会館　2 階講義室（Zoom 併催）

　講　師　兵庫県保険医協会理事長　西山　裕康 先生　
　参加費　無料　

お問い合わせは、℡ 078-393-1801・5 　（長澤・平井まで）

兵庫県保険医協会 北播支部  経営研究会のご案内 
 

   
 

 
 
  

～退職金制度を中心に～ 
 
優秀なスタッフを確保し、安心して医療を提供するために労働条件の整備は大切です。 

今回の研究会では、協会税務講師団税理士で社会保険労務士の松田力先生から、雇用

管理、とりわけ退職金制度を中心にお話いただきます。退職金の必要性や支払い義務の

ほか、「いくら払えばいいの？」「どうやって準備するの？」といった疑問についても解

説いただきます。 

院長先生はもちろん、ご家族や労務担当の方のご参加もお待ちしています。 

 

 

日 時 1 月29 日 (土) 午後２時 30 分～４時 30分 

会 場 小野市うるおい交流館エクラ 特別会議室（Zoom 併用） 

    （小野市中島町 72番地） 

講 師 松田 力 協会税務講師団税理士・社会保険労務士 

定 員 10 人（会場定員） 参加費 無料 

 
お問合わせは協会事務局・平井、長澤(TEL078-393-1801･5)まで 

 

 

Zoom によるオンライン申込 

  
 
 
 
 
 
 

現地参加申込 FAX 078-393-1801 
 
下記の項目をご記入いただき FAXにてお送りください。                

地区[        市・町] 医療機関名[               ] 

TEL[                ] FAX[                ] 

               氏名[                   ] 

下の URLまたは右 QRコードから前日までにご登録ください。 
登録後、アクセスや資料のダウンロード方法を案内するメールが届きます。 

       https://onl.tw/jp1H15V 
 
 
 
 

  



2022 年 1 月 25 日（毎月 3回 5・15・25 日発行）兵庫保険医新聞（昭和 43 年月 12 日第三種郵便物認可 年間購読料 12,000 円）号外 　2 2022 年 1 月 25 日（毎月 3回 5・15・25 日発行）兵庫保険医新聞（昭和 43 年月 12 日第三種郵便物認可 年間購読料 12,000 円）号外 　3

◆北播支部の会員数と組織率
　1/13 現在　医科 176 人（91％）、歯科 85 人（60％）
◆情勢と医療運動対策など
　「新型コロナウイルス感染症をめぐる医療情勢」と「2022 年診療報酬改定」について議論した。
◆当面の支部活動
　1 月 29 日（土）14 時 30 分～　経営研究会「スタッフ雇用と医院経営」（Zoom 併催）
　2 月 16 日（水）20 時～　政策研究会「医療費抑制政策の転換について」（Zoom 併催）

◆次回世話人会　2 月 16 日（水）19 時 30 分～　小野市・加東市医師会館

世話人会だより
第 378 回 1 月 19 日 ( 水 ) 小野市・加東市医師会館　参加 10 人

曽野瑞弘支部長 （加東市） の評議員会での発言要旨

評議員会では曽野瑞弘先生（右上）が支部活動に

ついて発言。決議等を拍手で採択した

　協会は 11 月 21 日に第 98 回評議員会・臨時決算総会・第 43 回共済制度委員会を開催し、85

人が参加した。北播支部から曽野瑞弘支部長が、「ストップ患者負担増」署名が支部目標を突破

したことなど、支部の取り組みを報告した。曽野先生の発言要旨を紹介する。

　北播支部では、６月に支部総会を

行い、記念講演に「新型コロナウイ

ルス感染症の現状とワクチン」と題

して、神戸市立医療センター中央市

民病院、感染症科の黒田浩一先生に

講演いただき、ウェブ併用で 15 人

が参加した。

　８月には、接遇研修会を開催し、

12 人が参加した。コロナ禍でのマス

ク着用で目元の表情や声のトーンな

ストップ負担増署名支部目標数を突破

どがより重要になっていることを学んだ。

　「ストップ負担増署名」は、50 人の会員から協力を得て、支部目標の 40 人を超えた。現在、

行われている「診療報酬大幅プラス改定を求める署名」も、多くの支部会員に協力を訴えたい。

　組織拡大については、紹介状等で入会を訴えている。今年は地域の８割以上の病院を訪問した。

引き続き組織拡大を重点的に協議したい。

ラジオでは、 幅広いテーマで出演いただける先生を募集中。 電話出演可。

ご出演希望の先生は、 ☎０７８―３９３―１８０７まで

ラジオ関西 「医療知ろう！」 に足立了平先生 ( 三木市 ) が出演

　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 10 月 21 日、足立了平支

部世話人（三木市・ときわ病院）が出演した。

　昨年の出演からちょうど１年ぶりとなる

今回は「コロナ禍で増えたむし歯・・・キー

ワードは－コロナ・貧困そして歯科治療－」

と題して、コロナ禍で増えたむし歯、受診

抑制の背景は、コロナ感染への不安だけで

なく、すでに存在していた経済的・時間的な困窮がさらに悪化したことにあり、経済的対策や

労働改革の実現が早急に求められると訴えた。

左から、足立了平先生、パーソナリティの寺谷一紀

さん、アシスタントで元 SKE48 の犬塚あさなさん

コロナ禍でさらに悪化する健康格差

　当日の模様は、協会ホームページ（http://www.hhk.jp/topics/2020/1006-090000.php）か

らご覧いただけます。


