48,595

48,794

0.4%
介護収益

15

15

0.0%

228

256

12.3%
医業・介
護費用

27,916

28,030

0.4%

37,327

37,473

0.4%

損益差額

12,742

12,746

−

11,497

11,577

−

﹁現在の技工料金 は
限界ギリギリの底値 ﹂
﹁長時間・低賃金で 休
みなし﹂
﹁このままで
は未来がない﹂︱︱ ︒
全国保険医団体連合 会
の近畿ブロックが２ ３
００カ所の歯科技工 所

の労働時間は 時間超
が ・６％に上り︑休
日 の 取 得 は 週 に﹁ １
日 ﹂ が 半 数 で︑﹁ ほ と
んど取れない﹂が ・
９％に達した︒一人ラ

で︑前々年︵度︶と比較
して８万円増だった︒医
業収益は４８７９万４千
円︑医業・介護費用は３
７４７万３千円でともに
０・４％増えた︒
損益差額は横ばいで︑
医院経営の改善には程遠
い実態が明らかになっ
た︒歯科医療危機の根本
的な打開へ︑診療報酬の

から横ばいだった︒

４万６千円で︑前々年度

った︒損益差額は１２７

減価償却費や貸借料が減

科材料費が増えた一方︑

支出面では医薬品費や歯

が︑前回から年間ベース

は１カ月分の調査だった

の基礎資料となる︒従来

０１６年度診療報酬改定

施され︑今回の結果は２

同調査は２年に１回実

声もある︒

のにはなっていないとの

結果を十分に反映したも

るため︑診療報酬の改定

診療所の決算時期が異な

の調査に変更された︒各

年から医療分野で番号

健康保険証として利用▽

備し︑個人番号カードを

ン資格確認システムを整

降に医療保険のオンライ

で︑▽２０１７年７月以

に見合った負担を個人に

ーを通じて社会保障給付

また︑政府がマイナンバ

ライバシー侵害になる︒

し︑漏洩すれば重大なプ

マイナンバーにひも付け

年までに本格運用︱︱

制度を段階的に導入し︑

費削減に利用したりする

求めたり︑一方的な医療

マイナンバー制度への

病歴や服薬歴︑検査デ

ら︑協会はマイナンバー

とめることにしている︒

医療情報のひも付けをめ

制度の撤回を訴えてい

厚労省は︑マイナンバ
ー カ ー ド に﹁ 健 康 保 険

ータといった医療情報は

る︒

ことも想定されることか

証﹂の機能を付加する制

ぐっては︑６月に閣議決

高度な個人情報であり︑

﹁誤まった事例が多数ある﹂
と桂氏

変形労働の給与計算を解説

するとしている︒

度の素案を取りまとめ

定した﹁日本再興戦略﹂

日︶によれば︑同

た︒マス・メディアの報
道︵
省はマイナンバー制度を
〝活用〟した医療用ＩＤ
システムの素案をまとめ
たという︒
素案では︑マイナンバ

てきた︒本来は政府の

べし︑との立場を貫い

にも制度設計案を取りま

とができる︒同省は年内

歴や治療歴を照会するこ

必要に応じて患者の受診

込む︒各医療機関では︑

健康保険証の情報を書き

な技術料に矛盾を抱き

師・歯科技工士は低廉

が高まるなか︑歯科医

い︑欠損補綴の重要性

会館で開き︑ 人が参加

管理対策講習会を保険医

につける﹂と題して雇用

正しい給与計算知識を身

労働時間制のポイント〜

﹁給与計算の基本と変形

の把握︵タイムカード︶

提として正確な労働時間

桂氏は︑給与計算の前

めた︒

計算をしながら理解を深

し︑受講者は実際に給与

を含む計算事例を出題

摘︒割増賃金や欠勤控除

前﹂ とされていると指

﹁正しくやっ て当たり

は︑給与計算は複雑だが

会顧問社会保険労務士︶

講師の桂好志郎氏︵協

い計算のポイントは︑﹁１

が多数あると指摘︒正し

という間違った計算事例

れば時間外労働としない

働時間の総枠を超えなけ

計算は︑１カ月の所定労

変形労働時間制の給与

おく必要があるとした︒

要事項をすべて記載して

なることが多いため︑必

署の調査の際にも問題に

帳簿として労働基準監督

調︒特に賃金台帳は法定

と賃金台帳の整備を強

も︑技工士の希望価格

責任で是正を図るべき

ながらも患者と向き合

した︒

が保険点数の﹁７﹂を

課題にも関わらず︑現

い︑公的歯科医療に尽

日︑

上回るのは硬質レジン

場に丸投げし︑事態を

月

回り︑有床義歯やイン

前装冠だけだ︒現在の

深刻化させてきたので

経税部は

レー︵複雑︶などでも

３﹂

ーカードのＩＣチップに

希望価格の６〜７割に

診療報酬を﹁７

大幅なプラス改定が不可

留まった︒値下げ分を

で配分しても︑希望価

力し続けている︒歯科

の伸び率は０・３％増︒

１千円で︑前々年度から

の医業収益は４０７６万

﹁個人立﹂の歯科診療所

法人や市町村立を除く

長時間労働でカバー

ある︒補綴の技術料を

欠となっている︒

し︑経営や生活を何と

格に及ばない︒歯科医

医療を守り︑発展させ
るために︑技術料の改

歯科医療費の総枠拡大

歯科医療費政策の転換

合った適正な評価と低

務省・厚労省は﹁関係

技工料について︑財

維持 ・ 改善は不可欠

上で咬合や咀嚼機能の

国民の健康を支える

いしたい︒

願署名への協力をお願

療﹂の実現を求める請

﹁保険で良い歯科医

ーク形式で開

にグループワ

ブルをテーマ

回は雇用トラ

解説した︒次

ることだ﹂と

労働の計算す

握して時間外

労働時間を把

週・日ごとに

を組み︑月・

認してシフト

間の総枠を確

カ月の労働時

か維持する構図が浮か

長年にわたって抑え︑

算と指摘するほど︑点

から目を背けてきた国

ング競争もあるが︑根

団 体 と の 間 ﹂﹁ 個 々 の

だ︒高齢者の増加に伴

枚方市 500万円
チェア２台

売買物件募集中

18

師も歯科技工士も不採

善は喫緊の課題だ︒
協会は︑歯科医師・

取引価格が下落する

数の設定が低すぎるの

歯科技工士の技術に見

要因は歯科医院の経営

本問題は低歯科医療費

当事者間﹂
︵１９８８

を政府に強く働き掛け

である︒

政策だ︒委託技工料を

年局長通知︶で解決す

の責任は重大と言わざ
難や技工所間のダンピ

３﹂とする

る︒ そ の た め に も︑

概ね﹁７

るを得ない︒

大臣告知があるにして

催する︒

大阪市城東区東中浜1 12 15

引受保険会社：三井住友海上火災保険株式会社 B15-200398 使用期限 2016年11月１日

ただいま売り物件が非常に不足しております。内装付き歯科医院を
探されている先生方から多数問い合わせがございますので、売却予
定がございましたら是非当社にお任せ頂けるよう御願いします

摂津市千里が丘
500万円
チェア２台 １Ｆ 開業11年

万一、ご自身が打ったボールが他人に当たってケガをさせたら…
大切なゴルフクラブがゴルフ場で盗難にあったら…
そんな不安を少しでも解消して、ゴルフを楽しみませんか？

大阪府知事免許（05）043403号 担当：平石
℡ 06‑6170 8880 ℻ 06‑6170‑8980

㈲さくらハウス

※詳しい内容については、パンフレット「ゴルファー保険のご案内」をご請求ください
まずは、大保協商事株式会社（大阪府保険医協同組合・保険共済部内）まで、ご連絡
ください。℡06−6568−2230【担当：森田】

売却物件募集

大阪府保険医協同組合の組合員だけでなく
ご家族もご加入頂けます！団体割引適用！

賃貸（箕面方面）
200万円
賃料200,000円
配管のみ

そんな時は、大阪府保険医協同組合のゴルファー保険!!!
組合員の先生だけでなく、配偶者・お子様など、ご家族も団体割引（25％）
が適用されたゴルファー保険にご加入することができます！

24

び上がる︒

厚労省が素案取りまとめ

危機招いた政府の責任

ボの可処分所得は３５
２万円に留
まり︑長時
間・低賃金

は︑歯科技工士の希望

ン前装冠の取引価格

問題がある︒硬質レジ

には低すぎる技工料の

歯科技工危機の背景

広がっている︒

覆う過酷な労働状況が

という目を

健康保険証の機能付加

歯科の損益差額横ばい

0.3%

を対象に取り組んだ ア

「マイナンバーカード」

医院経営の改善に程遠く

40,761

価格を２４１９円も下

21

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

ゴルファー保険にご加入ですか？

10

経税部

19

た︒歯科診療所の一施設 ︵ 度 ︶１ １ ５ ７ 万 ７ 千 円

40,643

ンケート︵ 月実施 ︶

厚労省資料から作成

厚労省の医療経済実態

医業収益

当たりの損益差額は前年

金額の
伸び率

調査が４日に公表され

前年
（度）

中間報告では１週間

前々年
（度）

歯科技工問題

金額の
伸び率

悲痛な声が相次いで 寄

27

単位：千円

せられた︒

24

前年
（度）

81

全体
個人

20

変形労働時間制を採用する場合の
給与計算について解説した講習会
＝ 月 日︑保険医会館
10

前々年
（度）

36

医療経済
実態調査
医療経済実態調査で示された
歯科診療所一施設あたりの経営状況
には︑歯科技工士か ら

10

２０１５年１１月２５日 （５、15、25日発行）
（２）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

