




病名が決まればその処
閣議決定された「規制 している。
置や薬剤の使用もコード 改革、民間開放推進３カ
加えてオンライン化の
化された方法でしか認め 年計画」が出した第２次 費用はすべて医療機関の
られないな
答申の中で 負担となる。現在手書き
ど、レセプ
も、レセプ の先生では４００～５０
トの月単位
トデータの ０万円の費用がかかるこ
請求を日単
民間企業へ ともある。 年４月の診
レセオンライン
位請求にす
の開放を政 療報酬改定時、大阪のあ
請求義務化
ることでカ
府が認めた る地域ではコンピュータ
４年後の２０１１年か ルテとほぼ
格好になっ ーの導入をしかねる先生
ら、このままでは保険請 同じ内容が
ている。国 方が「自分で診療した分
求がコンピューターによ 「保険者」に
内生保だけ を自分で請求出来ないな
るオンライン請求しか認 蓄積され、
でなく米国 ら」と 人程、診療をや
められなくなりそうだ。 介護や特定
生保へも情 められたそうだ。
以前、国は保険医の
オンライン化にともな 検診や特定
報が流され
う診療報酬の標準化・包 保健指導に
ることにな 歳定年制を考えていたよ
うであるが、レセプトの
括化は、傷病名に限らず 利 用 さ れ
る。
診療行為、使用薬剤、材料 る。蓄積さ
情報が漏 オンライン義務化は医療
等請求に必要な情報がす れたレセプ
洩する可能 の管理と統制強化、医療
べてコード化され、診断 トデータと
性もあり、 費の削減と退職金のいら
やその後の治療方針の決 検診データ
国は医療機 ない新たな医者減らし政
定という最も重要な医師 を突合する
関に責任を 策と考えられる。医師の
の裁量権が束縛され、萎 ことも出来
押し付けよ 裁量権や患者の受療権が
縮診療を生み出しかねず、 るようにな
うとしてい 阻害される前にレセプト
個別性に対応できなくな り、保険者から「医者の診 る。個人情報保護を叫ぶ オンライン請求義務化に
るなど、患者の受療権さ 療がおかしい」と追及さ 国が情報漏洩をし易くす 反対していこうではない
え奪うことにもつながる。 れることも起こりうる。 るシステムをつくろうと か。

（「日赤高山病院事件」最
高裁判所 昭和 年３月
日判決）とされ、当時
の医院の所在する地域に
おいて、同程度の医院で
行われることが期待され
るレベルの技術や知見を

「標章」発行求める

の黒田府議が追及した。
さらに協会は２月、この
問題や乳幼児の助成制
度、歯科検診事業につい
て全会派に対して懇談を
申し入れた。

乳幼児医療費助成

公明･共産が知事へ
改善求める

協会が乳幼児医療費助
成制度の改善を求め府議
会全会派へ働き掛けるな
か、野田昌洋府議（公明）
と小林隆義・宮原たけし
両府議（共産）が、対象
年齢引き上げや負担軽減
で知事に改善を求めた。

6
－6
5
6
8
－7
7
3
1
0

歯科訪問
診療車両

いう考えである」と答え
た。
協会は昨年９月府議会
に際しても歯科訪問診療
車両の駐車禁止除外で全
会派に申し入れ、共産党
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リハ日数制限の緩和を答申

などの問題も残る。
保団連や関係団体が
年診療報酬改定と前後し
て、「必要なリハビリが
受けられず、急速に症状
悪化する患者が多数生み
出されている」と日数制
限の撤廃を求めてシンポ
ジウムや国会要請、厚労
省交渉を重ねてきた。厚
労省は当初から「リハビ
リテーションが必要な患
者は継続してリハビリテ
ーションが受けられる」
としてきたが、運動に押
され、実態調査を実施、
結果をもとに中医協「検
証部会」で緊急な対応が
必要との結論が出され
た。
独自の調査を実施した
保団連は「実態は中医協
調査より深刻であり、日
数制限の緩和では、根本
的な解決にはならない、
制限撤廃が求められる」
としている。

分 ＯＵＴ･ 同時スタート

阪神高速道路

収益ビル１億3000万円
大阪市住吉区 １Ｆ歯科医院 オーナー使用 設備有り
２Ｆ１Roomマンション
予想利回り ９％

休んだらすぐ、保険医協会
共済部までご連絡ください

居抜きの案件
河内長野市 三日市駅近く（院長急逝のため）
保証金400万円 賃料19万５千円 （駐車場３台
付）共益費込 約77㎡ 開業18年 診療台３台
パノラマ、デンタル 内装リニューアル
権利金800万円

保団連などの改善運動実る
中医協総会は 日、リ
ハビリテーションの日数
制限の緩和を柳澤厚労相
に答申した。患者や保団
連の運動が国に改善をさ
せた答申内容は、急性心
筋梗塞、狭心症、慢性閉
塞性肺疾患について、医
師が改善の見込みがある
と判断した場合は日数制
限を超えて継続可能と
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＜休業保障ご加入の先生へ＞

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

「検討していく」
と交通部長

協会が歯科訪問診療車
両への駐車禁止除外の運
動を進めているなか、共
産党の黒田まさ子府会議
員は府議会警察常任委員
会で５日、歯科訪問診療
車両の駐車禁止除外措置
や商店の配達などの仕事
で駐車する車の規制の緩
和を求めた。
黒田府議は「駐車規制
及び駐車許可制度の運用
の見直し」の警察庁通達
を示し、駐車規制からの
除外指定車標章に医師の
往診が記載されているこ
とを指摘し、歯科医師の
往診は入るのかと質し
た。
府警本部は、「通達を
踏まえ現在見直し作業を
している。今後のあり方
について検討していくと
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若松 陽子

危機管理
弁護士･関西大学法科大学院教授

し、障害児（者）のリハ
ビリ料対象者なども新た
に日数制限の除外対象と
なる。
介護保険の対象外や適
したサービスが受けられ
ない患者についても「リ
ハビリテーション医学管
理料」を新設、リハビリ
が継続可能となるように
した。ただし、介護保険
で適したサービスが受け
られない患者について
は、介護保険のサービス
が整備されるまでの時限
措置となる。
一方、診療報酬に逓減
制を導入して財源を確保
するとしていることや、
リハビリ継続が必要な全
ての患者に対する措置と
しては不十分であること

８時

ゴルフクラブ四条畷

（四條畷市下田原２３５３
森小路 より ㌔㍍）

家族・従業員の方の参加歓迎
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※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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治療 患者との合意が必要
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●必ず第三者の医師に受診してください。（受診後の
休業に対して保障されます）
●休業中は診療行為をせず、完全にお仕事を休んで
下さい。
◇資格変更（勤務医から開業医に、開業医から勤務医
に）された場合はすぐに事務局までご連絡下さい。
※なお、詳しい説明等は保険医協会・共済部事務局
まで。

㈲さくらハウス

４月 日（月・祝）
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負う義務は結果でなく手段債務

反が認められる場合など
には、処分の対象として
取り扱う」との考えを打
ち出した（平成 年 月
日）。厚生労働省が昨
年行った業務停止などの
行政処分は 人に及び、
その内９人が医療過誤に
よる処分となっている。
医療過誤事件のうち、
結果の重大なものや態様
の悪質なものについて
は、業務上過失致死傷罪
（刑法２１１条）による
刑事処罰が下される。従
来、医療過誤事件で刑事
事件になることは稀で
あったが、今後は厳正に
刑事上の責任が問われて
いく。
（つづく）
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共産･
黒田府議
質であり、過失や注意義
務違反と評価されるもの
である。
医療過誤が生じたとき
に中心となる責任は、民
事上の責任である賠償責
任だが、ほかに行政上の
責任と刑事
上の責任と
がある。行
政上の責任
としては歯
科医師免許
に関わるも
ので、医道審議会医道分
科会は「国民の医療に対
する信頼確保に資するた
め、 刑事事件とならな
かった医療過誤について
も、医療水準などに照ら
して、明白な注意義務違
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大阪府議会
警察常委会
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有することを意味する。
医療水準に満たない治療
がなされたために悪しき
結果が生じたときは、医
療過誤として医師は責任
を負わなければならな
い。これが医療過誤の本



AM

につながる

治療を行えば、悪しき結
果が生じても責任を問わ
れることは原則としてあ
りえない。
医療水準とは、「診療
当時のいわゆる臨床医学
の実践における水準」

1
2

医療の管理と統制強化

実現を達成すること自体
を内容とする債務をい
う。医療は生体に対する
行為であり、疾病が完全
に治癒される保証はあり
えない。そのため、歯科
医師は医療水準に達する

協会親睦ゴルフコンペ
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中医協総会
1
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治療は、歯科医師と患
者の準委任契約（民法６
５６、 ６４３条） であ
る。したがって、歯科医
師と患者の間に意思の合
致が必要であるが、歯科
医師の負う義務は結果債
務ではなく手段債務であ
る。
手段債務とは、ある結
果をめざして一定の注意
と努力を尽くすことを内
容とする債務をいう。結
果債務とは、ある結果の

医科･
歯科･協同組合合同
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2007年3月25日（５、15、25日発行）
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（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

