協会の歯科臨床学術学
会部は、南昌宏氏（北区）
を講師に「ミニマルイン
ターベンションに基づく
修復治療の最先端」をテ
ーマに生涯研修講座を２
月 日、Ｍ＆ Ｄホールで
開き、歯科医師ら１０４
人が参加した。
南氏は、２００６年５
月の日本歯科医師会雑誌
掲載の「ＭＩ（ミニマルイ
ンターベンション）に基
づく修復治療の最先端～
臼歯審美修復の選択基準
～」の内容を中心に、主研
究テーマである審美修
復、マイクロスコープ治
療について講演された。
ミニマルインターベン
ション（ＭＩ）の概念に
基づくコンポジットレジ

ンと、ポーセレンによる
前歯及び臼歯の歯質を可
及的保存する治療は、単
に審美修復のみならず２
次う蝕による歯牙の喪失
を回避する上で有効であ
る。これを行う上で、マ
イクロスコープをはじめ
とする拡大装置の使用は
必須である。マイクロス
コープでは拡大鏡に比べ
焦点深度が深くなるため
使用しやすい物となって
いる。
審美修復においては、
その色の評価が重要とな
る。日本人では７割がＡ
のシェードである。ＣＡ
Ｄ／ＣＡＭによるポーセ
レン修復では、技術の進
歩は目覚しいものがあ
る。南歯科医院で使用し

臨床例を示し治療のポイントを説明

審美修復、マイクロスコープ治療学ぶ
南氏

－
６
－

ている「セレック３」の
システムでは、「セレッ
ク２」に比べ使い勝手は

わかまつようこ 大阪大学法学部卒業。博士
（法学）大阪大学。近畿管区行政監察局行政相
談委員等の公職も歴任。最近の著書・論文は、
『歯科医療過誤訴訟の課題と展望』（世界思想
社）、『医事法判例百選 № 骨膜下インプラン
ト手術事件』（有斐閣）など。

向上しており、実用の域
に達している。同氏は、
多くの臨床例を示しなが

ら、実践的な治療上のポ
イントを紹介された。
（池田市・近藤正）

医科・歯科協会や市民団体・労働組合などで構
成する大阪社会保障推進協議会の第 回総会が３
日、Ｍ ＆ Ｄホールで開かれ、活動のまとめと方
針、決算・予算、役員体制を採択した。「地域社
保協が中心になり地域住民とすすめる『税・社会
保障大運動』を展開しよう！」アピールを、団体
や地域から参加した 人で確認し合った。
寺内順子事務局長は、
西成区で地域社保協（会
長・小澤力歯科協会理

事）が結成され府下で
番目となったことや、自
治体キャラバン行動には

延べ１２００人とかつて
ない参加者であったと、
活動のまとめを報告し
た。
方針提案で寺内氏は、
「格差問題はまさに貧困
問題であり、その解決は
社保協運動の命題であ
る」と述べ、社会保障運
動はまさに構造改革の対
抗軸になり得る、生活保
護・全国一律最低賃金・
最低保障年金を統一した
運動として、税・国保・
介護保険を一つのものと
してとらえ、住民税の定
率減税撤廃で国保・介護
保険料などの負担増がま
たもや押し寄せる６・７
月に向け大きく運動を取
り組むことなどを提起し
た。
具体的には、税・社会
保障を一体化して考え、
とらえる学習会を地域で
頻繁に開催していくこと
が確認された。社会保障
制度を改善・拡充させる
運動とともに、現行制度



危機管理
若松 陽子

社保協は医療を守る区民
集会の成功へ、国公労連
は社会保険庁の解体・民
営化の狙い
などの取
り組みが報告された。
役員体制では、会長に
井上賢二氏（医科協会副
理事長） を再任したほ
か、小山栄三氏（歯科協
会理事・相談役）らを常
任幹事、歯科協会らを事
務局団体に選出した。
岡邦恭大阪府歯科医師
会会長ほか 団体、長尾
淳三東大阪市長ほか 市
町長から祝電・メッセー
ジが寄せられた。

住民の運動が市を動かす

国保料引き下げ提案

内での負担軽減などを知
らせる活動にも取り組
む。
また、乳幼児医療費助
成制度の対象年齢の引き
上げを求めて、大阪府内
で最低レベルでも「就学
前」としながら、当面小
学校３年生までを目標と
することと、「無料制度」
復活を運動していくこと
を提起した。
地域社保協や団体から
人が発言した。歯科協
会からは診療報酬改定で
進む医療改悪、堺社保協
は国保・介護の保険料引
き下げ署名運動、西淀川

1
1

高過ぎる国保料で滞納
者が急増し差し押さえが
大幅に増えている茨木市
で同市長は２月 日、国
保料引き下げ方針を議会

分 ＯＵＴ･ 同時スタート

阪神高速道路

※参加ご希望の方は、４月９日（月）までに
６５６８ ７７３１
歯科協会事務局
６５
・伊藤、または協同組合事務局
６８ ２７４１・湯浅までお申し込みくだ
さい。
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2
2

各会派に説明した。
市長が引き下げ提案を
した背景には、商工団体
や市民団体が「国保制度
をよくする茨木連絡会」
を昨年 月に結成、署名
や宣伝に取り組んだ運動
が市を動かした。これま
でに署名数は、有権者の
１割を超える２万５００
０筆を突破している。
引き下げは所得割だけ
でなく、逆進性が強い平
等割・均等割も下げられ
る。限度額は据え置かれ
る。

日（月・祝）

1
2

（四條畷市下田原２３５３
森小路 より ㌔㍍）

ゴルフクラブ四条畷

８時

４月

I
N

違反がある場合を検討す
る。まず、医師・歯科医
師には応招義務があるの
で、正当な事由がない限
り診察治療を拒むことは
できない。自分の医院で
治療ができない場合に

53万円

家族・従業員の方の参加歓迎

1
5


0
6


多発する医療紛争

た、として訴訟が起きて
いる。説明義務違反に対
しては、慰謝料を支払わ
なければならない。
個人情報保護法の施行
で情報に対する慎重な取
り扱いが一般社会におい
ても行き渡りつつある
が、元々医師・歯科医師
には刑法上の守秘義務
（刑法１３４条）がある。
患者の医療情報は、様々
な個人情報の中で最も重
要な情報であると位置づ
けられるからである。患
者にとって、カルテなど
の診療録は自己情報にな
るので、開示請求がなさ
れれば、所定の手続きに
則り開示しなければなら
ない。
（つづく）

→

53万円

1
7

を受けるか否かにつき自
己決定権がある。 医師
は、その患者の自己決定
権を有効に行使できるよ
うに、必要とされる治療
につき説明する義務があ
る。いわゆるインフォー
ムドコンセントである。
患者の自己決定権は、憲
法 条の幸福追求権から
導きだされる重要なもの
なので、無視することは
できない。有名な「エホ
バの証人輸血拒否事件」
（最高裁判所平成 年２
月 日判決）では、最高
裁によってそのことが明
らかにされた。
最近では、治療につい
て過誤はないが説明義務
が果たされていなかっ

限度額

8
8

は、治療が可能な設備や
スタッフの整った病院に
転送する義務がある。
自分の医院で治療をす
る際に重要な義務は、患
者に対する説明義務であ
る。患者には自分が治療

33960円

負担軽減法の学習会などを提起
られないときは、医療側
にミスがないのであるか
ら静観し、感情が落ち着
くのを待つことも選択肢
の中に入れてみて頂きた
い。
歯科医師に法的な義務

→

格差問題の解決が命題

説明義務違反で慰謝料支払い
当の歯科医師では感情的
にこじれてしまい冷静な
話し合いができないとき
は、信頼できる第三者の
歯科医師に意見を述べて
もらうのも一つの方法で
ある。それでも理解が得

均等割 34440円

30

I
C

2
5

き結果が生じた場合を医
療事故という。医療側に
ミスすなわち過失がある
場合を医療過誤という。
医療トラブルのうち、
誤解に基づくものは話し
合いが大切であるが、担

25320円

実践的な治療のポイントを話す南氏
（右）
と、
質問する参加者
（左）
＝２月2
5
日、Ｍ＆Ｄホール

しあう関係ではない。し
たがって、紛争の初期の
段階で誠実かつ的確に対
処することによって、大
きな紛争となることを予
防することも可能であ
る。中途半端に隠し立て
することは、かえって紛
争を拡大することにつな
がる。
医療トラブルすなわち
医療紛争とは、医療側と
患者とのトラブルをい
う。医療紛争のうち悪し

→

AM

07年

06年

２月度生涯研
医療紛争が多発してい
る。原因は様々な要因が
考えられるが、価値観の
変化と信頼関係の破壊が
大きいといえよう。 ま
た、医療に対する考え方
の自己決定権を中心とす
る変化、それを支える情
報の流通も一方の大きな
要因となっている。
歯科医師と患者は、互
いに病気の治療による回
復をめざして協力しあう
関係であって、本来対立

1
6



8.
26％

平等割 26640円

所得割

協会親睦ゴルフコンペ

4
0
あいさつする井上会長＝３日、
Ｍ＆Ｄホール
1
2

2
2

→

30

8.
71％



1
3

2
9

茨木市

（表） 国保料の引き下げ

医科･
歯科･
協同組合合同

第17
回総会
大阪社保協
9
8
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