守ろう
外にならなかった場合で
も現行の制度内容を維持
できるよう、①制度の委
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イラク救援医療人ネットＯＳＡＫＡ

募金２５０万円
医薬品に換え現地へ









院に届けられる予定であ
る。
医療人ネットＯＳＡＫ
Ａは、２００４年の発足
以降、イラク戦争で多大
な被害を受けた人々に医
薬品や支援物資を提供す
るために募金を集め、
年にはバスラの病院等へ
の医薬品提供のため「セ
イブ・イラクチルドレン
名古屋」を通して３３０
万円を委託している。
◇
今後も引き続き、イラ
クの人々の救済のために
積極的な活動を展開して
いく予定です。今後も先
生方のご協力をお願いい
たします。

救援募金へのご協力
ありがとうございます
医科・歯科協会でつく
る「イラク救援医療人ネ
ットＯＳＡＫＡ」は、協会
会員から集まった募金２
５０万円をイラクの子ど
もを救う会代表・西谷文
和氏に２月 日、託した。
医薬品は医療人ネット
ＯＳＡＫＡが提出した医
薬品リストに基づきヨル
ダンの首都・アンマンで
調達され、イラクの各病



目録を手にする西谷氏
＝２月 日、保険医会館










を満たしているため、先
生方に「議員立法」を展
望した請願署名を再度お
願いすることになった。
とりわけ与党である自民
党への働きかけが重要で
ある。
自主共済規制問題で
は、マスコミがこの問題
に注目し紙面・誌上で取
り上げているのも大きな
変化である。『朝日新聞』
には鹿児島協会の歯科の
先生が、『毎日新聞』には
勤労者山岳連盟の理事長
がそれぞれ掲載された。
雑誌『クロワッサン』の
「日常生活の中の差別」
というページには、知的
障害者互助会の会長が登
場し、自主共済への規制
と業法の適用が本当に正
しいかどうかを読者に問
うている。その他、地方
紙も含めた新聞のコラム
欄でも多数取り上げられ
た。
（つづく）










入者の管理のみによる運
営
の制度保全対策を
追求することである。
柱の一つ目の「適用除
外」の実現をめざす運動
は、他の共済実施団体と
運動を粘り強く進めてき
たことから、国会議員の
理解が大きく広がってい
るのが特徴である。
今回保団連は、自主共
済制度を業法の適用除外
とさせるための「議員立
法」を成立させることを
めざすが、この根拠は請
願署名の紹介議員を引き
受けた国会議員の数にあ
る。
これまで、衆議院では
自民・民主・共産・社民
の 人が、参議院では民
主・共産・社民の 人が
紹介議員になった。国会
議員が予算を伴わない法
案を国会に提出する場
合、衆議院で 人、参議
院は 人の賛同が必要で
あるが、すでにこの条件










託や移転②保険商品化③
「共済協同組合」などの
別組織による運営④既加














や他の団体が実施する自
主共済制度を、 業法の
「適用除外」にさせるこ
とである。これは、加入
者が病気やケガで休業せ
ざる得ない時に、互いに
掛け金を出し合い・助け
合う「共済」と、営利を
目的とする一般の保険商
品とはその理念・目的が
まったく異なり、加入対
象者を特定して健全に運
営する「共済」に規制は
必要ないと考えるからで
ある。
二つ目は、万一適用除


あった。それを見て自分
が恥ずかしくなって帰っ
てきた。
私自身１年まだいろい
ろやれたのに、夢をいっ
ぱい手にできたのに書き
込んで実現する努力が足
りなかった。今年こそは
思い切って夢をいっぱい
書きこみたいとおもう。
皆さんも流行の手帳を探
してみてはいかがだろう
か。私の夢は……秘密で
ある。








砂野彰宏先生ありがと
うございました。次回４
月 日付は砂野先生のご
推薦で、 佐久間勲先生
（高槻市）にバトンタッ
チされます。どうぞご期
待ください。

0665687731
0665680564

電
話
ファクス

自主共済



るのだろうか、何のため
に望んでしようとしてい
るのだろうか、本当に望
んでいることは何なの
か、そのために１年何を
すれば良いのか、ここで
筆が止まってしまう。子
供の頃ならいっぱい書き
込めたはずなのに、なか
なかでてこない。
先日、久しぶりに青年
会議所の卒業式に参加し
てきた。卒業する 歳の
男たちが最後泣き崩れて
１年を振り返っていた。
苦しいことや辛いことが
いっぱいあって、それで
も多くの得ることや知る
ことがあり、心から感謝
して喜んで巣立っていっ
た。それぞれの思いの中
で１年を燃え尽きた姿で

堺・高石・和泉地区、泉州地区
（準）総会・記念講演

「口腔軟組織疾患の診断と処置」

日時 ３月 日（土）総会・午後６時 分～７時
記念講演・午後７時～９時
会場 サンスクエア堺（ＪＲ「堺市」駅下車すぐ）
講師 大前政利氏（りんくう総合医療センター歯科
口腔外科部長）
会員無料、未入会者１万円 定員 １００人

会費

南部地区総会・記念講演

「社保講習会」
日時 ３月 日（日）午後４時～６時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 社保研究部講師団
会費 会員無料、未入会者１万円 定員 １００人

シリーズ「社保講習会」
（第３回）
日時 ３月 日（土）午後６時～８時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
内容 「歯周疾患、歯冠修復・ブリッジ、有床義歯」
講師 社保研究部講師団
会費 会員無料、未入会者１万円 定員 １００人
※『歯科保険診療の研究（２００６年４月版）』を
持参ください

三島地区総会・記念講演

「高齢者の歯科治療 抗凝固剤服用者の観血処置」

日時 ４月１日（日）午前 時～ 時
会場 茨木市民会館・ユーアイホール（阪急茨木市
駅・ＪＲ茨木駅徒歩 分）
白川善純氏（うえだ下田部病院勤務）
会員無料、未入会者１万円
定員
人

講師
会費

東西南地区総会・記念講演

４月８日（日）午前 時～午後 時
保険医会館
吉永勉氏（生野区開業）
会員無料、未入会者１万円
定員

「高齢者歯科医療マニュアル」
（仮）

４月度生涯研修

日時
会場
講師
会費

「本音で語る 今視ること、
これから走る方向」

3
6

分

3
0

※協会行事などを本紙で報道するため、講習会などの写真で
個人が特定されることがありますが、趣旨をご理解の上、
ご了承ください。また、講習会でのビデオ撮影や録音はお
断りします。
※Ｍ＆Ｄホールとは、医科・歯科両協会が協同組合会館５Ｆ
に共同で建てたホールの愛称です。

未入会者とは、協会に加入することができる歯科医師です

日時 ４月 日（日）午前 時～午後１時
会場 Ｍ＆Ｄホール（保険医会館東隣り）
講師 田中義弘氏（神戸市立中央市民病院歯科部長）
定員 １００人
会費 会員３千円、未入会者１万円
※生涯研修カードをご持参ください

人
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「共済の今日と未来を考える大阪懇話会」が発足
するなど、休業保障制度など自主共済の保険業法か
らの適用除外を求める運動が高まりを見せている。
２月 日～ 日に行われた役員一泊学習会で、下井
戸昭介副理事長が自主共済規制問題に関して報告し
た。内容を２回に分けて掲載する。



書き込むのに、本当に自
分がどの夢を実現したい
のかに悩んでしまう。本
当にこのことを望んでい
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単なことのようで、いざ
実行するとなるとこれが
なかなか難しい。
まず手帳に最初の夢を
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15

適用除外の運動
マスコミも注目
手帳に書き込む。次にそ
れに、実現可能なプラン
を立てて日付を入れて書
き込み実行する。一見簡

4
0

お申し込みは

協会行事案内

講習会へ参加ご希望の方は、必ず事前に協会
までお申し込み下さい。

2
2

1
1

協会・保団連の対応策
のポイントは、現行の保
険医休業保障制度の維持
・存続である。休保制度
は昨年４月１日の「新保
険業法」の施行に伴い、
新規・増口の申し込み受
け付けを停止し、現在は
業法に定められた既加入
者の維持・管理のみを
行っている。業法が施行
される前からこれまで、
保団連が取り組んでいる
対応策には２つの柱があ
る。
まず一つは、休業保障


なんとなく始めてみた。
何をするかと言えば、ま
ず実現したい事を決めて

進氏 （河内長野市）
絵 藤田

1
0

昨年から少し大きなシ
ステム手帳を持つことに
した。巷で流行りの手帳
を用いることで時間の有
効活用を図るためであ
る。夢に日付を入れると
か、夢手帳とかいった類
の宣伝文句に感化されて
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《１》

彰宏 （高槻市）
砂野

帳
手
夢

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、1
5、2
5
日発行）
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