茨城県保険医協会「会費額改定アンケート」集計結果報告
会員）
・県歯科医師会員の約 70％の組織率であ

会費額改定アンケート結果について
一般社団法人茨城県保険医協会 会長

宮﨑

三弘

り、会員数の少ない地域を重点に新会員を増やし
ていきたいと考えます。会員の皆様の要望をとら
え、保険医協会ならではの活動に取り組んでいき
ます。役員はこれまで同様に無報酬で適正な運営
に努めていきます。

茨城県保険医協会では昨年 12 月に、
「会費額

した。値上げ額については 1,000 円以上とする方

今後とも種々の問題や案件について的確な情報

改定アンケート」を実施しました。このアンケート

が 57.2％でした。多くの会員の皆様のご理解とご

を公開し、賛否を含めた活発なご意見を頂戴し、

調査は、開業医会員 1,565 人を対象とし、回収率

賛同をいただき心より感謝いたします。

会の運営・活動に反映させていきます。会費改定

は 25.4％でした。これまでの各種調査より高い回

この間、職員の残業時間の削減、印刷物の適

については理事会で検討を加え、総会に議案とし

収率であり、会員の関心の高さの表れと考えます。

正化や通信・輸送費の見直しなど経費節減に努め

て提案したいと考えますのでご協力をお願いいた

会費値上げについては全体で 92.2％、医科会

てきましたが、今後もさらなる改善を進めていきま

します。

員の 94.1％、
歯科会員の 89.7％の賛同が得られま

す。会員数は増加していますが、県医師会員（A

アンケート結果
問1
医科

対象 1,565 人（開業医会費 3,500 円の会員）
回答

398 人（回収率 25.4％）
問2

会員区分は？
会員区分

223

歯科

174

不明

1

実施時期 2016 年 12 月 5 日〜 2017 年 3 月 13 日

不明
0.3%

現行の月額会費の金額（3,500 円：開業医・管理者）を値上げすることについて、どう思いますか？
全体

（全体）
やむを得ない 367
必要ない

歯科

医科
必要ない
10.3%

必要ない
5.9%

必要ない
7.8%

31

（医科）
歯科
43.7%

やむを得ない 210
医科
56.0%

必要ない

13

（歯科）

やむを得ない
92.2%

やむを得ない
94.1%

やむを得ない
89.7%

やむを得ない 156
必要ない

18

（２面につづく）

（１面からのつづき）
問3

う等の方策はないのでしょうか。そういう事を解決してから（ム

値上げ容認金額

協会が月額会費の引き上げを行うとし
たら、どのくらいまで容認できますか？
500 円

150

1,000 円

121

1,500 円

69

2,500 円

20

未記入

7

2,500円
5.4%

1,500円
18.8%

未記入
1.9%

ダを省いたり）値上げという事になるのでは・・・。単に他県を
比較してもどうかと思います。よそがしているから・・・極めて
日本的な横並び意識は・・・一考して下さい。事務所費を安く抑

500円
40.9%

える交渉はしているのでしょうか？
歯11

1,000円
33.0%

会費の値上げはやむを得ない事と思います。しかし個人的に20年
以上業績は右肩下がり。患者は減少する一方で増収はみこめませ
ん。できれば会費は値上げしない方が良いのですが、値上げする
のであれば最少額でお願いします。高額値上げの場合は年齢を考
慮して退会も。

値上げ容認金額の医科・歯科別
■不明
（※医科歯科区分不明） ■歯科

■医科

1

49
29

1,500円
2,500円
未記入

6
3
4

年々減収する中、会費の値上げは厳しい。少しでも出費を抑えるこ
とで、ぎりぎりの対応をしている状況です。月刊保団連は素晴ら

69

500円
1,000円

歯12

しい月刊誌ですが、季刊でもよいのでは。

81

歯13
71

月々に発行される刊行物を廃止もしくは簡素化すべき。本当に必要
な文章、資料のみを配布していただき、それが毎月である必要は
ないと思われる。又、夫婦共に医師で協会に入会（もしくは医師

40

と歯科）していると全く同じ刊行物が２部届く。これも全く不要

14

で封を切らずに

もったいないな

と思いながら泣く泣く１部は

毎回廃棄している。御一考いただきたい。値上げも仕方ないのだ
としたら、１家族２人以上（親子でも無駄になる）は刊行物を１
部とし、割引きにしていただきたい。また、会費の値上げにより

「値上げは必要ない」と回答した
会員の理由および自由意見

退会者が多く出てしまうと、もともこもないと思う。又、事務方
が休んでいてもどうにか成り立っているのであれば、職員数を減
らすなど、企業努力をすべき。

医１

残念ながら恩恵を受けたことがないので。

歯14

役員の数等人件費も考えてほしい。

医２

事務局の増員は不要。

歯15

歯科の現状をよくお考えください。長く会員を続けたいので今の会

医３

年額42,000円では足りませんか。

費でお願いしたいです。私は歯科です。年々経費が嵩み、収入は

医４

勉強会・研修会がそれほど充実していない。

減る一方です。皆さん、保険医協会のみならず歯科関係を始め、

医５

①資料代などに使う経費は出席者の自費負担にしては？

種々の会費、経費を払っている所です。必要度の低い物から切っ

②役員は無報酬でよい。

ていますが、やはり限界もあり値上げを機に退会することも多い

茨城県の入会率が低いため。65歳以上の開業医は4500円程度の引

です。医科の事は良く分かりませんが、１歯科開業医として20年

き上げも仕方ない（ローンも終わり子供にも金がかからなくなる

前よりもかなり減収している現在、協会さんにはむしろ500円でも

ため）問題は会員数で（茨城県）あり、別紙のデータをみても比

下げて頂くよう頑張ってもらいたいです（これは切実な１開業歯

率がわかりません。引き上げられたら、新規会員は減少、現会員

科の意見とご理解ください）。

医６

の退会もありえる。休業保障等も含め入会するとどういう特典が
多いのか、アピールが非会員に届いていないと思います。
医７

赤字幅を考慮した値上げを考えて引き上げ額を決めてください。

医８

会報の発行減で対応。印刷配布物に有用なものが少なく、その発行
を減らすことにより、経費が削減可能と考えます。

【いただいたご意見に対する理事会の回答】
貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございます。

医９

広報等はWebのみにして、郵便物は不要！印刷、郵便代金の削減
が計れる。

きましたが、会費額の改定に見合う活動を提供できるよう理事会一丸と

医10

診療報酬が下がる中、検査屋、薬品卸、医療機器販売店などの医療

なって邁進してまいりますので、ご理解をお願いいたします。役員は現

関係費は苦しみを分かち合い下がるのがほとんど、たまにあって

在、無報酬で活動しており、今後ともこの原則は堅持します。

医11

据え置きのこの時勢、みなで耐えております。唯一協会会費だけ

「入会率が低い」とのことですが、診療所・病院開設者数に対する

上がるのは、協会が医療関係と隔絶した存在となってきたと存じ

入会率は医科で 68.4％（全国平均 65.0％）
、歯科で 69.6％（全国平均

ます。

60.3％）であり、全国平均は上回っております。とはいえ、他県では

保険医新聞やめたらどうですか。ほとんど読んだことなし。保険協

80％超の協会もありますので、さらに多くの先生方に加入していただけ

会のメリット：Ｘ−Ｐの放射線もれ検査の線量計をかりることく

るよう努力してまいります。

らいです。
医12

医13

「値上げは必要ない」
「値上げすれば退会する」というご意見をいただ

「保険医新聞の WEB 化、廃止を」とのご意見をいただきましたが、

通信費をメール等にして圧縮すべきである。もっと安くして欲し

インターネット環境が普及したとはいえ、現時点では紙媒体での新聞は

い。今でも高いと思う（このアンケートもメールにすべきと思い

会員と協会をつなぐ大切な媒体と考えています。今まで以上に発行経費

ます）。

の節減とともに、
「読まれる新聞」をめざして改善に努めてまいります。

郵便物を止め、Web上で告知することで経費を削減してください。

なお、その他の印刷物につきましては、通販印刷（ネット印刷）の利用
など、順次コスト削減をはかっております。

歯１

事業拡大など不要。歯科医がほとんど参加しない研究会など中止し

「夫婦ともに会員で全く同じ刊行物が 2 部届く」とのことですが、準

てください。

会員制度を利用していただければ、
2 人目（勤務医）の会費は 2,500 円

歯２

事業規模を縮小する事によって現在の会費を維持してほしい。

となります。制度の周知が不足していたことをお詫び申し上げます。

歯３

退会を考える。

歯４

日本の経済がインフレではない。

ました。家賃交渉はこれまでに 2 回行い、
その都度引き下げを行なって

歯５

別にありません。

おり、周辺相場よりかなり抑えられております。それでも、現在の事務所

歯６

他の事で節約してください。

に移転してからの 30 年間で 1 億 8300 万円の事務所維持費を支出して

歯７

予算の範囲内での活動を望む。

おり、これらの経費を圧縮するために、現在、法人の不動産取得を検

歯８

医院の経営が大変な為。医科と歯科を別々の料金設定にしてもらい

討しています。それに係る費用は、不動産取得のためにこれまで積み立

たい。特に歯科は悪くはなっても良くはならない。値上げ以前に

ててきた積立金を充て、又、金融機関より借り入れをするなどして、会

会員の増加が必要。

員の先生方に新たな費用負担が生じないようにしていきます。

歯９

「事務所費用を安く抑える交渉はしているのか」
とのご意見もいただき

高いと思うから。会員の人が聞きたい講演などをしてくれるなら、
会費改訂もＯＫかなと思う。

歯10

医科と歯科との点数収入等の格差を同一に→以下に！ 会費設定
している事自体に違和感を感じています。ほぼ同数の会員数なの
に、各イベント等に大きな差があります。歯科の会費は歯科で使

（３面へつづく）

（２面からのつづき）

「値上げ500円容認」の会員の自由意見
医14

法人格を有する団体として、当然経費削減等対処した結果このアン

いかがですか。
歯32

とりあえず少し上げて、状況を見ながら再検討する方が良いと思っ

歯33

なし。

歯34

保険医新聞（茨城）の紙質を安価なものにする等の経費削減を進め

ています。

ケートを集めたと善意にとりますが、安易な運営であれば厳しい
対応になることを忘れずにいてください。
医15

医17

保険点数は下がり、収入が減る一方ではあるが、諸事情を鑑み値上

歯36

まずは開業医と勤務医の値段を一律同じにしてから、それでも足り

げはやむを得ないと考える。

茨城のはずれなので研究会はほとんど参加できません。古河あたり

なければ値上げすればいいと思います。（自分は勤務医ですが開

でもやってください。

業医会費を払っているので区別する必要はないと思います）70歳

協会の活動が赤字にならない程度の値上げは必要と思われますが、

以上だから安くするのも変だと思います。同じ仕事をしているの

先のことは不透明なので、まず８〜10年程度財政が安定する値で

だから同じくしてください。

よいのではないでしょうか。
医18

歯35

いつもありがとうございます。水戸での講習会が少ないです。とく
に皮膚科、歯科、この数年行われていません。

医16

てほしい。

歯37

1ヶ月500円と考え×12で￥6000が妥当ではなかろうと考えます。

高齢→患者減→収入減で開業医の経営も厳しくなってきています。

若い先生は歯科医師会には入会しない（魅力がない）ので、活動

医師会の会費は高すぎるので近いうち退会せざるを得なくなりそ

を充実させたいものです。

うです。保険医協会の現在の会費は負担少なくサービス等充実し
ているので、ずっとお世話になりたいので、値上げは500円くらい
にしてもらえたらありがたいです。

【いただいたご意見に対する理事会の回答】

医19

コストパフォーマンスを考えて、会費を値上げするのであればサー

医20

個別指導対策などにしぼり、特化したほうが良い。

医科ではコモンディジーズ研究会を県南・水戸・筑西で開催しています。

医21

財政状況③で書いてあった人員ですが、点数関係のＱ＆Ａ記述を充

製薬会社との共催研究会は県南に偏っていますが、事務所を土浦市に

実してネット上で済むようにお願いします（Ｑ＆Ａ問い合わせで

置いていることから、どうしても県南に営業所を置く製薬会社からの依

事務局の皆様の仕事が増えないために）。

頼が多い現状です。
今後は医科保険診療研究会を中心に地方での開催

医22

事業の見直しを行ない、少しでも赤字額の縮小に努めてください。

に務めていきます。

医23

事業をしぼり、優先順位をつける。

ビスを向上していただきたい。

医24

水戸およびその他の地域でも研究会が少ないとのことですが、現在、

歯科では県南と水戸、古河で臨床研究会を開催しています。歯科は

通信費軽減の為、メール、Webにての情報発信（会員専用パス

日曜日に開催していますので、先生方のご都合を調整の上、ご参加くだ

ワード導入）等はいかがでしょうか。

さいますようお願いします。

開業医も以前よりは経営状況が悪いところもあると思います。
医25
医26

特になし。
値上げはやむを得ないと思うがあまり上げると会員が減らないか

医科歯科ともに今後はアンケートを取るなどして、先生方が求める
テーマの研究会を開催してまいります。
「
（職員の）給与水準が不明」とのご意見をいただきました。協会で

心配。

は 10 年前に県職員給与準拠を止め、中高年の給与水準を抑える独自

医27

年々少額ずつ値上げするのが良いかと。世情に合わせて。

の給与表を作成し、以後 10 年間給与表を据え置いてきました。また 7

医28

まず500円、そのうちまた500円。

年前には労使合意のもと、退職金支給率を 30％減額いたしました。

医29

目的が違うかもしれませんが、医師会より非常に役に立っていま
す。医師会費が高すぎるからその方が問題です。

歯16

赤字幅を考慮した値上げを考えて、引き上げ額を決めてください。

歯17

取りあえず、10年間について考えれば良いのではないか？

歯18
歯19

「値上げ1000円容認」の会員の自由意見

10年間を１単位とし、その後10年ごとに見直しをしていけば良い
のでは？

医30

1000円程度の値上げは必要かもしれません。

10年後に再度の見直しをするとして、10年安定の500円程度の値上

医31

いつもありがとうございます。

げがよいかと思います。

医32

財政の苦しい中、よく頑張っておられると思います。サービスのさ
らなる充実を期待しています（レセプトなど保医事対策、労務、

それ以上先の社会状況は、今からは予想できないので、それ以上の

税務さまざまな分野で頼りにさせてもらっています）。

値上げはいかがなものかと思います。
医33

質問に対し丁寧に対応して頂き感謝しています。値上げはしかたな

医34

全国平均に見合う値上げでよいと思う。

500円。

歯38

20年以上、3,500円で頑張って、また努力に敬服しています。

歯22

いつもお世話になっております。少ない会員の会費で、協会は頑

歯39

安定した運営のため会費の値上げはやむを得ないと考えますが、あ

張っていると思います。保険医協会に期待しています。

まり値上げしてしまいますと、脱会する人も出てくる心配があり

歯23

会員に対する安心、確実なサービスが値上げによってできるのであ

ます。事務局員の不足もあり、会の運営も大変と思われますが、

れば改定に賛成します。

開業医の方も会費の値上げを苦しく判断する歯科医院もあると思

活動のムダを削り、適正な運営に努めてほしい。全国比較を見て

います。

歯20

①１回の引き上げ額としては1,000円以内が限度と考えます。
②あまり改定額が増額するようでしたら、申し訳ありませんが退会
させていただく方向で考えています。

歯21

歯24

いと思います。

赤字（年間600万円÷12＝50万（赤字（月））50万円÷1000人＝

も、茨城は低く抑えられている現実もあるが、活動内容に見合っ

歯40

具体的に数字で示してあり、また他の県との比較もできてわかりや

た会費であれば増額もやむを得ないと感じる。

すいです。月額5,000円が妥当

歯25

給与水準が不明で他協会や他業種の人件費が比較できない。

では40％以上のＵＰなので・・・。1,000円or5,000円迷うところで

歯26

歯科医院の経営も非常に厳しいので、まずは500円の値上げをした

す。度々このような事項を出せないのであれば、この際5,000円に

上で５年サイクルで見直しを検討したらいかがでしょうか。

してもいいのではと思います。

歯27

歯科医師会費も引き上げられているのと、生命保険や休業補償も加

歯41

ご苦労様です。安定的な会運営をお願いします。

齢と共に引き上げられています。

歯42

これだけのことをしているのだから、会費の値上げは当然だと思いま

めてもらいたい。

歯43

財務状況を踏まえ、長期的持続可能な財政を築すべきものと考えます

充実した情報を継続発信していただきたいので、値上げはやむを得

歯44

特になし。

ないと思います。

歯45

長年の努力経営に感謝。時代に合った、活動に見合った会費設定で

歯46

よくこの会費でやってきた。

す。多少値上げしてもより充実したものをしていくなら賛成です。

教育費もかかるので、申し訳ありませんが、最低限度の値上げに留
歯28

だと思いますが、3,500円→5,000円

歯29

情報量としては、やむを得ないと思う。

歯30

とても安い会費で多くの情報を感謝しています。

歯31

とりあえず最低限にしたらどうでしょう。10年以内に再考したら

宜しいでしょう。
（４面へつづく）

（３面からのつづき）

歯55

これまでの協会の活動等を考えれば、むしろ月額3,500円の会費で
よくやってきたものと思います。2018年４月改定に賛成します

「値上げ1500円容認」の会員の自由意見

歯56

震災、その他、いざという時、大変お世話になっております。その
協会がその様な状態であるならば、恩があります。上記の程度あ

医35

今時、年会費3500円は安すぎます。

医36

会費値上げはＯＫですので、会員数を増やして多様性も増やして日

歯57

丁度5,000円で切れが良いから。

医の独裁とならないように頑張ってください。

歯58

保険医協会の会費は安く、2500円まで値上げしてもよいと思われ

医37

るならよろしいかと存じます。
共産系の団体

には賛成できません。

ます。しかし、とりあえず1500円程の値上げはどうでしょうか。

各種団体、学会等に会費負担あり、調整の上、業務の重複部分を

多数の賛成が得られると思います。それだけの価値はあります。

協議の上、削除するなどして効率化が必要（または統合、合併な

歯59

ど）。
医38

今後人口減少に伴い、段階的な値上げは仕方ないことだと思いま

保険協会の会費・財政状況等

理解出来たので会費を引き上げ、会

員のニーズに十分対応出来る様改定ください
歯60

す。その都度では無く長期的な展望で10年後は○円20年後は○円

よろしくお願い致します。財政安定すれば引き上げが1500円2500
円どちらでも良いです。

とした計画の方が良いのではないでしょうか？
医39

今後診療報酬の改定がさらに厳しさが増すと考えられること。個別
指導の厳格化が考えられることをふまえると、協会の役割がさら

【いただいたご意見に対する理事会の回答】

に重要となってくると思います。頑張ってください。

保険医協会は、会員の思想、政治信条、政党支持の自由を堅く守っ

医40

財政難であれば、会報の紙面カットなど協会も努力願います。

医41

将来は保険医協会の組織を県毎ではなく、厚労省の下にある各地方

て活動しています。特定政党への支持は一切行っていません。すべての

厚生局と同様の地域毎の組織とし組織力、政治力を集中強化する

政党に対して、保険医協会の政策・要望への理解を得ようと活動してい

という方向にあるのではないでしょうか。

ます。

医42
医43
医44

また、医師会・歯科医師会との関係では、一人ひとりの会員は医師会

日頃大変お世話になっております。財政安定のためには値上げも容
認できますし、今後の指導もよろしくおねがいしたいと思います。

員・歯科医師会員でもあります。医師会・歯科医師会と共催での公開講

保険医協会の役割を考えれば5000円でもやむを得ないと考えま

座や研究会も開催しています。医師会・歯科医師会と協会がお互いに尊

す。又、20年間のすえおきをお願いします。

重しあい、車の両輪のように活動することが、医療を良くすることにつな

やむを得ないではなく、せざるを得ないと考えます。職員の方々の

がると考えています。

仕事量、情報量、フットワーク等を考慮すれば、また今後の運営
を築くためによいと思います。
医45

病院管理者の場合、開設者でない者は一般勤務医とあまり違わない
点を考慮いただけるとありがたいですが（欲を言えば）、役員の
活動がボランティアになっている現状ならば、値上げはやむを得

「値上げ2500円容認」の会員の自由意見

ずと考えます。
歯47

医46

いままで安すぎた

今の会費で活動を行っている事に頭が下がります。安すぎです。多

医47

現在の活動の質を維持打するためには、応分の負担は理解できる。

少の値上げでしたら、許容範囲です。さらなる活動内容の充実を

医48

個別指導への対応や情報提供などのため、保険医協会にはしっかり
とした体制作りをお願いしたい。

望みます。
歯48

今の時代、月￥5,000はしかたないと思います。

歯49

会費改定もやむを得ないと思います。どうぞ良い保険医協会の発展
を期待しております。

かったことこそ驚きです（立派な運営ゆえのことでしょう）。必

歯50

会費増額大賛成。現在は会費以上の仕事をしてくれています。保険

要な値上げをしていただき、貴会の安定した存続を願います。

歯51

会費値上げがスムーズにいくといいですね。

歯52

会費を値上げして、健全な運営をして頂きたい。しかし、事務局員

歯53

貴協会のスタッフを増員し、会員への対応を充実させる事は、会員

歯62

現行会費が安すぎると思う。

にとっては大変ありがたい事だと思っています。当方の場合、歯

歯63

現時点（今まで）の会費が安すぎたのではないでしょうか？先生方

そのためには上記程度の値上げは必要と考えます
医49

日々のご活動に心より感謝しております。これまで会費値上げが無

医協会の安定運営を希望します。
歯61

診療に役立つものです。さらにこのサービスが充実できるなら会

１人増えるか減るかで、収支状況がこうも変わるとは意外です。

費の値上げは賛成です

は他の学会の会費他、色々支払っております。この位は何の負担

科医師会に入会していませんので、貴協会のさまざまな活動は大

にも感じないと思います。

変ありがたく思っております。会費の値上げは問題ないと思って
います。
歯54

グラフを見る限り、仕方ないと思います。21年間も据え置くのが
悪いと思います。時代と共に少しづつ値上げするべきでしたよ。

現在協会が実施している情報提供や講習会等のサービスは私たちの

歯64

協会の事業内容が安定するのであれば、いくらでも可です。協会の
安定こそが歯科の安定にもつながると思います。
（終）

