年４月の診療報酬マイナス改定の影響のもと、歯科医院の経営状態、医療

費の財源、これからの歯科経営などについて、協会の冨本昌之理事（経税部

の１割が医療法人にして
います。協会の調査では
法人も入るので高収入層
は高い数値になります。
中央値は協会の調査は２
千５００万円～５千万円
で ％です。青色申告会
の 年度の統計では、３

千万円～５千万円台で
％という状況です。
小澤 歯科の国民医療費
は１兆５千億円前後で
年間変わりません。歯医
者は５万人から８万１千
人と３万人ほど増えてい
ます。
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司会 一つの工夫として
スタッフを厚くするとい
う話がありました。ただ
し、そうなると経費高に
なり、可処分所得に問題
が出るのではないです
か。
冨本 決算書資料から１
億５千万円の医院では、
勤務医が常勤３人・パー
ト１人、技工士が常勤３
人、 衛生士が常勤３人
で、院長を除く人件費が
４千８００万円です。人
件費率として ％から
％は使っています。可処
分所得で３千６００万円
です。つまり、収入層１
億円以上の利益率は低く
なっています。経営効率
という面では成功とは言
えないのですが、スタッ
フにも働き甲斐のある給
料を確保し魅力ある職場
にするためには、自分だ
け多く取ることを考えな
いということです。
小澤 私も総収入の多い
少ない、スタッフや医師
の数の多少というのが問
題ではなく、自分の医院
の診療はよいので、ぜひ
多くの患者さんに来てほ
しいという思いがありま
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長）、小澤力理事（政策部長）、小山栄三相談役（政策部員）の３氏に語っても

所得が３００万円、措置
法差額が１５０万円、専
従者給与が１１３万円で
す。合算して５６３万円
です。この収入層が ％
近くあり、歯科界の厳し
さは深刻で生活設計が建
てにくい状況にありま
す。

はやる歯科医院と

なってきました。
司会 勤務医として給料
をもらった方が、開業リ
スクを背負わずに済むと
考えているのでしょう。
開業してやっていける夢
を持てなくなっている現
状があると思います。
冨本 高収入の歯科医院
では、システムを作って
分業しています。患者さ
んに説明するスタッフが
いて、実地指導する衛生
士がいて、治療するのは
ドクターです。専門分業
化され、どの治療におい
ても最高のサービスを提
供できるようにしていま
す。患者さんは安心して
かかれるし、たくさんの
情報を患者さんに提供で
きるので、売り上げも上
がるシステムです。単に
スタッフを安く集めただ
けでは患者さんは集まり
ません。

＜図１＞

らった。司会は早田寿夫理事（経税部員）が担当した。（編集部）

千３８６万円の申告所得
は１千８４１万円で、専
従者給与等７５９万円を
合わせた合計所得は２千
６００万円です（図７）。
２千５００万円の歯科医
院との比較では収入も所
得も約３倍です。更に厳
しいのは、２千万円以下
の所得層です（図６）。収
入分布での平均は、保険
収入が１千３６９万円、
自費収入が１８３万円、
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Ⅰ 低収入層が増加傾向
１６７万円の合計所得は
９１６万円です（図５）。
この収入層以下が ％近
くあります。専従者給与
など家族労働も含めたも
ので、ここから税金や保
険料などを支払い、子ど
もを大学まで育て上げる
ことは非常に厳しい状態
です。
一方、収入７千万円以
上の高収入層がやや増加
傾向にあります。収入７

中間収入層が低収入層へと下
流して、厳しさは深刻です。
そのため、生活設計が立てに
くい状況にあります。

冨本昌之経税部長
はやらない歯科医院
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収入分布
二極化へ

冨本
年間で収入と所
得の変化を日歯青申会の
資料では、収入で 年度
は４千８４５万円が 年
度には４千１６１万円に
なり、収入は約６８４万
円の減少です（図１）。所
得では 年度に１千４６
１万円が、 年度は９６
７万円に減少しました
（図２）。
この間、診療報酬は上
がらず、新たな医療技術
がまったく保険に取り入
れない状況です。
国民医療費に占める歯
科医療費の割合が多いと
きは ～ ％でしたが、
今は８％を切る状態で
す。一方でドクターは増
えてきましたが、働く場
所も病院が歯科を廃止
し、行き場がなくなりま
した。今は収入１億円以
上の歯科開業医が勤務医
を長期雇用するように
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す。
問題なのは、歯科医師
１人、ＤＨ２人、受付事
務１人の４人体制が多い
４～５千万円の層がずる
ずると落ちてきている点
にあります。今回の改定
でも、歯科の収入は４～
５％落ちていることが問
題です。
小山 二極化するとか、
大きいところの経営が安
定しているとか、儲ける
ためには大規模経営にし
たらいいのかと言うと、
それは違うと思います。
今後もっと医療の民営
化がすすみ大企業が歯科
に入ってきます。大企業
はいい条件で大掛かりに
やるノウハウを元々持っ
ています。資本・体力が
ある状態で突っ込んでき
ますと、歯科医院の大半
が潰れるか、大企業に雇
われることになります。
その目的は利益の追求で
す。歯科医やＤＨが安く
雇用されることになりま
す。
冨本 そのようなことに
なると、開業医制度の自
然崩壊につながります
ね。

＜図２＞

＜図３＞

＜図４＞
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司会 最初に現在の歯科
医院の経営状況について
お話し下さい。
冨本 協会の経営アンケ
ートでは、収入２千５０
０万円以下の歯科医院が
％ありました。日歯全
国青色申告会の統計で
は、３千万円以下の医院
が ％です。収入２千５
００万円での申告所得は
５４５万円、措置法差額
２０４万円、専従者給与

ばらん
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以前は４千万円前後に
ほとんどの歯科医院が集
まっていましたが、低収
入層が増加し、高収入層
も若干増加傾向で、二極
に広がっています。
２０００年度と２００
４年度の４年比較の特徴
の１つは、低収入層が増
えていることです（図３
・４）。例えば、１千万
円台は２０００年に ％
でしたが、 年で ％に
なっています。２千万円
台は ％が ％になって
います。３千万円台は
％が ％です。４千万円
～５千万円台は ％が
％に減っています。明ら
かに中間層が低収入層に
落ちていっている状況が
見られます。
日歯青申会が毎年約１
千２００院所を調査した
統計資料ですが医療法人
と白色申告分は入ってい
ません。今、歯科開業医
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