人 間の尊 厳と安 全は
生活基盤の安定が必要
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危機管理
－
４
－

援川 聡

なければならない。
悪意を持った相手の不
当な要求に、怖くて一人
で対応できない場合でも
複数で連携すれば、「現

を決めておけば、 １１
０番 をして警察の応援
も受けることが可能にな
る。
悪質クレーマーは、相

越えれば組織のチームワ
ークは格段に向上する。
ピンチにひるまない院長
の毅然とした対応は、ど
んな言葉よりも説得力が

ある。ピンチを乗り越え
れば、新たなチャンスに
変えることにもなる。
悪質クレームの解決に
王道は存在しない。クレ
ームは多種多様で、一つ

の支障になります」「こ
れ以上騒ぐと警察に通報
しますよ」などと勇気を
持って、強い気持ちで立
ち向かって頂きたい。ク
レームの入り口で きっ
ぱり断る ことのできる、
初期対応のしっかりした
医院にはクレーマーも付
け込みにくい。
悪質なクレーマーほど
カモをしっかり見定め
る。相手が手強いと判断
すれば、二度とやってく
る事はないであろう。医
院の姿勢を明確に示すこ
とがポイントである。
（つづく）

手間要らずで安価に

方針や予算、役員決める

適しているが診断には適
さないことなどを解説さ
れた。同氏が研究してこ
られたＣＡＤ／ＣＡＭに
よる義歯の削りだしの技
術を生かして適合のよい
テンプレートの作成から、
シミュレーションに反映
したオーダーメイドのマ
ーキングドリルの提供が
優位点であると述べた。
実際に臨床をしていた
歯科医が作ったシステム
だけあって、こうしてく
れたらいいなという事が
すべて揃っている良くで
きたシステムだと感じら
れた。（港区・冨本昌之）

家族・従業員の方の参加歓迎

インプラント治療のＣＴ診断
（大阪大学歯学部招聘教
授）を講師に「インプラ
ント治療におけるＣＴに
よる診断」をテーマに、
記念講演をＭ＆Ｄホール
で開いた。歯科医師ら
人が参加した。
補綴科出身の十河氏
は、インプラント手術を
行うにあたり外科が得意
でなくても安全で確実な
手術を行うためのシミュ
レーションソフトの必要
性を痛感し、ＣＴによる
正確な診断、患者へのプ
レゼンテーション、ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭでインプラン
トを診断通りの位置方向
へ埋入するためのテンプ
レート作成までを、一つ
のパッケージとして開発
した。
講演では、最初にＣＴ
に関する説明をした上
で、断層の幅によって誤
差が生じること、３Ｄの
画像は患者への説明には
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ひとつに個性があり事情
決に至る流れには、すべ
が異なるばかりか、多く
てに共通するものがあ
はクレーマーの心の中の
る。私はこれを「ガイド
問題と関係している。不 ライン」としてまとめ、
安定な精神状態や家族・ クレーム対応の指針とし
て紹介している。
冷静に対応し悪質なク
レーマーだと判断したら
「クレーマーに負けない」
気概を持って対応する。
いくら相手が大声を上げ
て騒いでも、金銭要求や
職場でのトラブルが原因 特別扱いの要求には絶対
で、困難なクレームが発 応じないことが大切であ
生することも大いに考え る。「今すぐ回答しろ」
られ、予測不可能である。 と追及されても、落ち着
しかし、クレームに対 いて冷静に対応しよう。
応するための心構えと解 「大声で騒がれると業務

初期対応 しっかりした医院
手が毅然として要求に応
じなさそうだ、警察に通
報されるかも知れないと
感じれば、 捨て台詞を
言って立ち去るであろ
う。悪質クレームを乗り

▲▲▲

ベースは協会が責任編集
記事の一部は差し替え可能
各医院のオリジナル紙面

居抜き案件
西区
保険点数 30万点 毎日30人来院
売却価格 1200万円 保証金 700万円
家賃共益費込み 40万円

医院と患者さんの定期便

東中浜１丁目
８ｍ６ｍの角地 68㎡ ケンペイ率90％容積率200％
自由設計 住宅ローンを使えば、毎月 131,
444円。
ボーナス払い無し
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共済の歴史と未来
～自主共済は日本
をダメにする～

と予算を確認した。役員
体制は飯道利幸氏（再）
を地区責任者に、小田雅
裕氏（再）を評議員に、
他６人の地区役員を選ん
だ。
総会後、十河基文氏
【日時】３月４日
（日）
午後２時～４時
【場所】Ｍ＆Ｄホール
「診断通りの位置方向へ埋入でき、
（保険医会館東隣り） 精度の高い手術ができる」と説明
する十河氏＝３日、Ｍ＆Ｄホール

記念
講演

「学習交流会」

クレーマーも付け込みにくい
時点では対応のしようが
ありません」などと毅然
と断れる。仮に相手が興
奮し暴行や強要を受けて
も、複数で対応し普段か
ら危機管理対応時の役割

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

（四條畷市下田原23
53
）

ゴルフクラブ四条畷

協会の港・大正地区は
総会を３日、保険医会館
で開き、地域の医療を改
善するために医科協会支
部や社保協との連携を進
めるなどの方針と、 年
度の活動のまとめ、決算

【講師】本間照光氏
（青山学院大学経済
学部教授）

港･
大正地区総会
自主共済規制問題






ため、政府が一定の政策 ル化を積極的に推進して ると安倍首相は宣言して
介入をするケインズ主義 いる一群の組織は、多国 いる。
更に、多国籍企業支配
政策に対する批判が強 籍企業や巨大金融機関な
まった。ケインズ主義批 どの大資本の利益を代表 の社会体制を長期にわ
判が強まる中、小さな政 している。この組織が日 たって安定させるため
府を目指す
本にも存在 に、 日米軍事同盟の強
「新自由主
する。その 化、憲法改正による自衛
格差拡大する
義」が勢い
一群の者が 隊の海外派兵、消費税の
経済成長路線
を増した。
日本経済を 増税と社会保障の自己責
そこで 年
動かし政治 任化という自民党と大企
代にアメリ
を 揺 さ ぶ 業の懸案の政治課題実現
カで新自由
り、自己の に向けて邁進する。
主義的政策
私たちは、このような
利益を得る
が推し進め
ためだけに 経済成長路線を推進する
られた。
国を誘導し 大企業・自民党のエゴに
これを期
立ち向かわねばならな
ている。
に資本主義
政府は、 い。経済成長路線の推進
年日本の では、格差の解消にはな
世界では国
景気は回復 らないことは今までの事
際的な経済
したと言い 実が証明している。
のグローバ
放った。一
ル化の動き
今、私たちは価値観の
握りの大企 変換を考える時期に来
が次第に強
業は、戦後 た。日々の快適さと便利
まり、多国
最大の利益 さだけを追求する欲求を
籍企業は世
を 手 に し 変えねばならない。人間
界経済のグ
た。それは の尊厳と人生の安全・安
ローバル化
雇用不安、 心を獲得することであ
を目指し、
従来の国家による規制を 生活苦、貧困の拡大を国 る。 これを獲得するに
撤廃して世界市場の自由 民に強いた。この格差を は、社会保障全般にわた
拡大する大企業優先の政 る生活基盤の安定的拡充
化を強く要求した。
新自由主義とグローバ 策を、今まで以上に強め が必要だ。
安倍内閣初めての国会
論議が、格差問題から始
まった。所得格差は世代
を超えて引き継がれ、固
定化される生活環境を国
民は大きな関心事として
受け止めている。所得格
差による受診抑制や治療
内容の格差による健康格
差の広がりは、歯科医師
にとっても大きな問題で
ある。この格差論議が国
会の初日から行われた。
安倍首相の答弁では、格
差は経済成長を加速させ
ることで解消するとして
いる。
１９７０年代にかけて
世界的なインフレーショ
ン、財政危機、石油危機、
南北格差、環境破壊など
の矛盾が蓄積した。この
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の場で回答しない」方法
をいう。決して一人で判
断せず、
「難しい問題なの
で協議して回答します」
などのギブアップトーク
を用いて、相手の名前や
連絡先をしっかり確認す
ることが大切である。名
前も教えず威嚇する相手
は、詐欺師に近いクレー
マーとして複数で対応し



※参加ご希望の方は、４月９日（月）までに歯科協会事務
局・伊藤まで06
－65
68－77
31
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㈲さくらハウス

㈱援護システム代表取締役

危機管理対応 とは、
クレームの強硬な追及の
裏に金銭や特別扱いの要
求が見て取れる場合、
「そ
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