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飯坂　新年あけましておめでとうございます。2021 年の年頭にあたり「協会の
“IT”への取り組みを考察する」と題し、新春座談会を行います。“IT”とい
う言葉はよく耳にしますが、そのメリットを一言で言い換えるなら「効率化」と
言えるかもしれません。保険医協会でもこれまでさまざまな場面でIT 化が進め
られてきたと思います。今回は、どのような場面で IT 化に取り組まれ、それに
よってどのような効果があったのかについて考えていきたいと思います。

志村　私はこの会に入って 30 年以上になります。協会の歴史的な経緯は
おおよそ把握しています。協会が設立された当初、会計システムは紙帳簿
方式で行っていました。第 3 代目会長に後藤澄夫先生が就任された時、私
は協会財政部の担当となり「紙帳簿はやめて、会計ソフト（弥生会計シス
テム）を入れましょう」と提案しました。1999 〜 2000 年頃の話です。
　これまでの紙帳簿方式でも会計はできるのですが、少しずつ変えていった
方がいいと思ったからです。それは何故かというと、単年度決算であれば紙
帳簿でも可能ですが、例えば過去 5 年間の状況を比較する時、会計ソフト
であれば過去のデータと比較して何パーセントの乖離があるかなど瞬時に把
握できます。それらのデータをグラフ化することも簡単です。貸借対照表や損
益計算書もすぐに出せます。紙帳簿方式の場合、単年度ごとの決算や税務
申告はできますが、経営を考えると古いわけです。
　当時はこれまでやったことのないことを行うわけですから冒険でしたが、後
藤会長が「うまくいかなかったら、そのシステムは僕が引き取るから」と言っ
て Go サインを出してくれました。システムは引き取られることなく今に至って使
用されているわけです。
　協会は事務所として文京町にあるビルに入居していた時には既に弥生会
計で処理をしていました。会計規模が 1 億円を超えた頃、自前の事務所建
設も含めて将来的なことを考えた方が良いという意見が多くなり、協会の経
営状況を分析し事務所建設を検討するための建築計画資料も弥生会計を
基に作られました。
　監事の石川先生、ご自身の医院ではどうですか。会計処理はどうされて
いますか。
石川　自分で行っています。最終的には税理士事務所に依頼しますが、会

計データを PC に入れて渡す形です。その方が早いですし、先方も円滑に
処理を進めることができます。
志村　ちなみに弥生会計はバージョンアップして、現在では銀行データの取
込ができるようになっています。銀行の入出金データをダイレクトにシステムの
中に取り込むことができます。ソフトが日進月歩で進化してきているのです。
石川　私は今年度から監事として協会執行部に関わり始めました。まだ状
況がよくわからないところもあるのですが、先生方が当初役員になられた頃、
協会の事務職員は何人だったのでしょうか。
飯坂　正規職員が 3 人、パート職員が 2 人でした。
石川　会計処理も含めて、その人数では仕事が大変だったのではないで
しょうか。
志村　現在の会員数は2,100 人を超えていますが、当時の会員数は800 人
程度でした。少ない職員数でも仕事をこなすことができましたが、年々会員数
も増えており、IT の力を借りながら職員数を最小限に留め、少数精鋭（機
械省力）で業務を進めている形です。
石川　協会に PC 等が導入されたのは、社会全体の流れと同時期だったの
でしょうか。
志村　1998 年頃から本格的にPC が導入されたと思います。ほぼ同じ時期
に弥生会計も導入されたということになります。
飯坂　当時はワープロソフトの一太郎を使っていた時代です。書院などの
ワープロ専用機もありましたね。現在、表計算ソフトはエクセルを使いますが、
昔は桐データというソフトを導入していました。
石川　昨今、現金の取り扱いはかなり少なくなりました。協会でもネットバンキ
ングなどの活用は進んでいるのでしょうか。
志村　小口現金以外はネットバンキングでの取引が主体となっています。
石川　領収書用紙も会社によって様式が全く違いますし、全部保管しておく
のもなかなか大変ですよね。当院でも最終的には税理士事務所がまとめてく
れるのですが、うまくできないものかなと思っています。
志村　現金取引の際に紙の領収書が発行されます。税務署からすると電
気・ガス・水道の口座振替などは銀行口座から振替られていることが明らか
なので、それをもって証明に変えてよいということになっています。実際には
業者から別途郵送で領収書が送られてきますが、支出明細があればよいの
です。
　現金の取り扱いについては世界的に減少傾向ですし、新型コロナウイルス
感染症の影響もあり、非接触決済が主流になりつつあります。例えば JR 東
日本などが発行するIC カード型の乗車券「Suica」ですが、交通系の料
金支払いは Suica があれば全国的に活用できますし、コンビニなどでも活用
可能です。決済サービスもIT 化の波に乗って大きく進化を遂げてきました。
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飯坂　協会では 2017 年より会議のペーパーレス化が行われています。いわ
ゆるタブレットPC に会議資料のデータを取り込み、紙の資料を廃止しました。
これによる会議費用のコスト削減効果も大きかったわけですが、この点につ
いてはいかがでしょうか。
志村　石川監事が協会の役員会に初めて来られた時、役員への資料提供
がタブレットPC で行われていたことに驚かれていましたね。私と福田副会長
が推し進めてきたのですが、当時は保険医協会の中でもそのような形をとっ
ていたのは茨城協会だけでした。現在は国会の委員会などでも使用されて
います。
石川　土浦市医師会も始めることになりました。初期費用はかなりかかること
がわかってきました。
　お伺いしたいのは、タブレットPC にデータを取り込むためには、元データを
作成したあとワンクリックで全てのタブレットにデータが転送される形となってい
るのでしょうか。
志村　その通りです。データの共有化を行います。
石川　ノートPC に USB からデータを取り込むのと同じ感覚で、1 台 1 台のタ
ブレットPC にそれぞれデータを取り込む形でも良いのかなと思っていましたが。
志村　役員数を考えると1 台 1 台データを取り込むのは手間になります。共
有化をかけることで作業効率が上がると思います。
石川　土浦市医師会もWi-Fi の導入をはじめ、いろいろと動き出していま
す。少し大がかりなのかなと思いましたが、最終的にはその方が良いのでしょ
うね。
志村　昨年秋頃、愛知県保険医協会から事務局が茨城協会のペーパーレ
ス化の取り組み状況を視察しに来ました。その後、愛知県保険医協会歯科
部会、大阪歯科保険医協会でもタブレットの導入に至っています。
石川　会議資料は毎回かなりのボリュームがありますので、紙で持ち帰って
も保管に困ります。
志村　資料作成を行う事務局側も資料作成・印刷・郵送にそれなりの手間と
コストがかかっていたわけですが、効率化とコストダウンが図れたわけです。
会議のペーパーレス化で年間 17 万円のコストダウンです。タブレットPC 購
入費用もありますが、ペーパーレス化を 2 年間継続すればその購入費用は
ペイできます。途中で機器の買い替えなどもあるとは思いますが、ペーパーレ
ス化を継続すればコストダウンが図れますし、環境にも優しいです。
飯坂　1 年で 17 万円コストダウンできるわけですから、10 〜 20 年のスパン
でみれば非常に大きな効果がありますね。
　導入初期はタブレットPC の操作に慣れていない先生もいましたが、使いな
がら覚えていくものです。今ではそれが普通になっていますよね。
志村　資料がデータ化されたことで検索も容易になりました。調べたい内容
がいつ行われたものか、データベースの中から容易に検索できます。これが
紙媒体ですとそのようにはいきません。
石川　会議資料でありませんが、協会機関紙「茨城保険医新聞」もPDF
などのデータで送って頂けるといいですよね。データとして保管できると便利
だと思います。見たい時に見たい部分をすぐに検索できますよね。

飯坂　昨年来、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行しています。
2020 年の新語・流行語大賞となった「3 密」を避けるための取り組みが重
要であり、協会でもこれまでさまざまな分野でそのことが実践されてきました。
　各種会議においては対面とオンラインを併用するハイブリッド型会議により
密にならないよう配慮してきましたが、この点についてはいかがでしょうか。
石川　飯坂副会長は Zoomを活用して会議に参加されていますよね。
飯坂　資料は所有するiPad に送ってもらい、もう1 台のノートPC で Zoom
を介して会議に参加する形をとっています。

志村　Zoom が導入されたことで会議の進行もスムーズになったと思いま
す。Zoom 参加者は、議論されている話の内容に遅れまいと画面に集中す
るためです。
　逆に Zoom で参加される先生方の発言が少ないのは欠点だと思っていま
す。こちらから問いかけないと発言がありません。画面ごしなので会場の雰
囲気がよくわからないというのもあるのでしょうが、それが欠点なのかもしれま
せん。
石川　馴れもあるとは思いますが、なかなか発言しづらいのでしょうね。
飯坂　現場（会議室）の雰囲気もありますし、発言のタイミングも含めなか
なか難しいところです。
　会議形式ですが、現在はハイブリッド型で行っていますが、今後は全員
が Zoom による参加形態をとることも考えられると思いますがこの点について
はいかがでしょうか。
志村　キーパーソンとなる役員は会議場所への参加が必要だと思っていま
す。できることなら、出席者の半数は現地参加（オフ会のような）が望まれ
ると思います。
飯坂　Zoom で会議に参加して思うことは、現地に参加者がいることが必要
であり、画面だけでは議論が成立しないと思っています。
志村　会議参加のメリットとして、会議の本筋からは外れるのですが、会議
前や会議後に行われる参加者同士の情報交換があります。こういった情報
交換は非常に有益です。直近ではコロナ関連補助金やオンライン資格確認
などについて情報交換を行っています。こういったことはオンライン会議の席
だとなかなかできないと思います。

飯坂　「3 密」を避ける取組は、昨年 3 月の診療報酬改定説明会や協会
主催の研修会でも行われてきました。
　改定説明会はこれまで県内各地の会場で実施してきましたが、昨年は説
明会を中止しました。代替措置として、事前に改定に関するテキストを配布
し、テキストの説明用音声を協会ホームページにアップロード、会員の先生
方に配信する形をとりました。アクセス数は、昨年 3 月末〜 4 月中旬の約半
月の間に、医科 1,346 件、歯科 782 件のアクセスがありました。
　研修会では歯科において、施設基準上、研修を必須とする保険点数が
複数存在します。これらの研修に対応するためオンデマンド型動画配信を行
い多くの先生方が研修要件を満たしています。
石川　協会が関わる部分では、昨年 2 月から現在に至るまで感染者を出し
ていない、クラスターも起こしていないということで、取り組みは成功している
と思います。

志村　会員の IT 化を促進させなければならない側面も出てきています。改
定説明用音声を WEB 配信したことで、WEB だと対応ができない為、対面
での説明を求める声もありました。しかし、現在は小さな子どもでもパソコン、
スマートフォンに触れる時代です。経験豊富な医師・歯科医師として IT へ
対応しなければならない時代になったのではないでしょうか。
　WEB 配信型の研修会は、利便性や経済性などは会場型に比べ勝って
いると思います。歯科施設基準研修会の WEB 対応は茨城県保険医協会
発で他県の保険医協会にも派生していきました。
　今後は QRコードを活用した協会情報の入手、会員資格の情報化により
研修会参加時に手書きの芳名帳記載を無くすなど、IT 化を促進できる側面
は多くあると思いますし、またそれに従っていくことになると思います。
飯坂　新型コロナウイルス感染症の流行が皮肉にも協会の ITを促進させ
た側面もありますが、時代の流れに伴い協会としても更なるIT の推進が求
められると考えています。
　本日は協会の IT への取り組みに関してさまざまな視点から議論すること
ができました。ありがとうございました。
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