文書提供･
マイナス改定是正など

ばらんな感じで会員を増
やしていこう」と呼びか
けた。
国民投票法案

慎重審議求め要請
憲法調査特別委員へ

にするものである。国民
多数も今国会での成立を
望んではない。協会は、
同法について今国会で拙
速に成立させるのではな
く、国民や専門家などさ
まざまな意見を聞く時間
を十分に取った上で、慎
重に審議を進めるよう衆
参の憲法調査特別委員会
の各議員に３月 日、
ファクスで要請した。
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さ理事は３月 日、厚労
省に対して文書提供の算
定要件の是正、
改定率を下回る
マイナス改定の
是正、歯科疾患
総合指導料の廃
止などを求め
た。要請では、
保団連の宇佐美
宏歯科代表・秋
山和雄・竹田正
史・馬場淳両副
会長とともに厚
労省の見解を質
した。厚労省か
らは田口保険局
医療課課長補
佐、福泉特別医
療指導監査官が
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協会
国民投票法案は、実質
的に国民から憲法改正の
権限を奪い、改憲を容易
協会の吉田裕志理事・
社保研究部長と矢部あづ

章は、摂食･咀嚼・嚥下機
能に問題がないか、ある
いはそれがあっても軽症
の方を対象にしている。
歯科医療関係者にとって
は、ごくあたりまえから
目からうろこの情報を提
供していると言える。
ところで、最近の日本
人の「より良く食べる」
に大きな問題が持ち上
がっている。一つは口腔
の有病率があがる一方、
治療費の患者負担増大の
ために受診率はむしろ減
少している。二つ目は、
ワーキングプアに象徴さ
れるように、まともな家

要請に取り組む吉田理事
（右端）
と、
矢部理事（右中）
＝３月2
2
日、厚労省

１周年を記念して講演会

る。世界の最先端をいっ
た憲法を後退させるわけ
にはいかない」と強く訴
えた。
歯科協会の山上紘志副
理事長は閉会の挨拶で、
「他の九条の会では、紅
葉狩りツアーや食事をし
ながら会員を増やしてい
るという例もある。憲法
や平和についての学習も
しながら、気軽にざっく

厚労省の見解質す

「より良く食べるは より良く生きる」

勉強会や健康教室向けの好著
保団連は「より良く生きる」健康づくりの基
本の一つが「より良く食べる」ことにあることを
市民に知ってもらおうと、「より良く食べるはよ
り良く生きる」（Ｂ５判 項カラー）を発行した。
協会では会員に活用してもらうため、 部を無料
で４月中旬に届ける。
チームが『より良く食べ
る』を生かす」は全身的な
病気のために、摂食・嚥
下ができない方への対応
の仕方である。その他の

庭生活、食生活の破壊の
進展である。「食育」の
スローガンに「早寝、早
起き、朝ご飯」とある。
これはとりもなおさず、
現在の子どもたちの生活
の貧困を反映している。
経済格差に由来する、医
療難民や食生活難民を私

応対した。
文書提供問題では、訪
問診療時に４～５種類も
出すような不合理を例示
したことに対して、一定
の理解を示しながらも
「（大臣）告示である以上
重みがある」と述べ、担
当官の裁量を超えた問題
で今すぐには対応できな
いとした。また、協会・
保団連から指摘した①文
書提供に関する中医協の
調査は、月半ばに実施し
たため文書提供した患者
数や文書作成時間が日歯
や保険医協会の調査結果
の半分程度になり不正確
②患者調査結果では、一
つの健保組合だけが対象
で男女比や年齢層の偏り
がある
などは中医協
に反映したいと述べた。
歯科疾患総合指導料で
は、算定率が５～６％と
政策破綻している、「か
初診」のような緩和では
なく制度の廃止を強く要
請。担当官は個人的見解
と断った上で「基本的に
問題があると考えなけれ
ばならない。 紙出しや
『サイン』、 特掲 （診療

たちは看過するわけには
いかない。口の中から社
会を絶えず見る視点は堅
持すべきではないだろう
か。この冊子は、そのこ
とを声高には表現してい
ないが、それらを示唆す
る内容になっている。
院内では、スタッフや

４月中旬にお届け予定の「より
良く食べるは より良く生きる」

おおさか医科
歯科九条の会
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患者との勉強会に、院外
では住民との各種健康教
室でご利用いただきた
い。筆者もこの４月 日
の堺市老人クラブ校区会
長・クラブ会長４５０人
の研修会を皮切りに、食
生活改善推進協議会、
「８０２０メイト」「歯周
病講座」などの健康教室
で活用する予定である。
会員の皆さんからも、
この冊子の活用時の反響
や問題点などの情報を提
供していただきたい。私
たちも「より良く生きる
ために」連帯しよう。
（関連５面）

過去の日本の
保険医療制度は
労働力確保とい
う主な狙いはあ
るにせよ、世界に誇れる
相互扶助と福祉の具現体
だった。
その名残りはまだあ
る。だが、その多くの部
分は献身的な医者とその
家族の自己犠牲で維持さ
れてきた。
現在のこの制度が加速
的に改悪され続け危機に
あるのは、医療担当者の
倫理感が薄れたからでも
国民が我がままになった
からでもない。
アメリカで矛盾を大き
くしている何でも自由競
争を是とする単一原理
を、短絡的に日本に押し
付けるための制度改悪の
連続であった。
受診者サイドからだけ
でなく健康な国民全体と
しても一歩前進三歩後退
で生活を圧迫された。
医療現場は朝令暮改で
混乱させられ続けた。現
場と乖離し世界に類の無
い摩訶不思議なルールで
医者を患者から顔を背け
パソコンにはりつけさ
せ、弱い者いじめを正当
化し貧乏人と病人には同
情心のかけらもない制度
悪化はもう許せない。

この新聞を送るに際し、社会保険事
務局・各種名簿などにより情報を取得
致しました。この情報は、ご入会や講
習会、
各種共済制度のご案内、
新聞の送
付以外に利用することはありません。
「今後の郵送を断る」などの申し出が
あれば、事務局までご連絡ください。

料）の包括など個別に検
討したい」と述べた。
マイナス改定ついて
は、歯科の１日医療費だ
けが改定実施の４月から
月まで、改定率を下回
る２％前後のマイナスと
なっている実態があり、
改定率の検証についても
中医協検証部会に問題提
起していくと回答。
最後に、厚労省が日本
歯科医学会に見直しを要
請している「歯周病等の
治療ガイドライン」が診
療報酬改定に影響するこ
とから中間報告段階であ
っても早急に公表するよ
う要望した（関連２面）。
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協会・保団連

人類レベルの平和目指す憲法は世界の宝
「おおさか医科・歯科九条の会」は結成１周年記念講演会を３月 日開き、
また、多くの人が「軍
府下の医療関係者ら１３５人が、日本国憲法の存在意義や先駆性などについて
隊は国民の生命を守って
学んだ。あらゆる立場の違いを超えて憲法９条を守るために、①当面は１００
くれる」 と思っている
０人の賛同者を目標に活動する②「対話のつどい」「文化行事」「九条の会講演
が、元自衛隊の幕僚長・
会」などのイベントを開催する――などの行動提起を拍手で確認した。
栗栖弘臣氏の著書『日本
国防軍を創設せよ』から
司法試験塾を営み大学
究所所長）が「目からウロ と題して記念講演した。 「今でも自衛隊は国民の
などで幅広く講師をする コの『憲法の話』～改憲
伊藤氏は、「憲法 条
生命、財産を守るもので
では、天皇または摂政及
伊藤真氏（法学館憲法研 ・護憲を論じる前に～」
あると誤解している人が
び国務大臣、国会議員、
多い。 しかし国民の生
裁判官その他の公務員
命、身体、財産、を守る
は、この憲法を尊重し擁
のは警察の仕事であっ
護する義務を負ふとして
て、武装集団たる自衛隊
いる。憲法を守る義務が
の任務ではない」と引用
あるのは、国会議員など
し、軍隊の本質を話した。
の公務員である。国民に
同氏は、自分の好きな
憲法を守る義務はなく、
フレーズとして日本国憲
国会議員に守らせる義務 法の前文を挙げ、「前文
がある」「改憲論議は、
では、自国だけでなく全
政治家側から出てくるの 世界の国民の平和のうち
か国民の側から出てくる に生きる権利まで規定し
かで１８０度、意味が違 ている。そのような人類
う。政治家側から出た場 レベルでの平和・安全を
合は自分たちがより自由 目指し、生存権を規定し
になろうとするものだ」 た憲法は他国には見当た
と指摘した。
らない、 世界の宝であ
「人類レベルで平和を規定したものは他国には見当たらない。憲法は
世界の宝」
と話す伊藤氏
（右）
と、
９条守る運動に確信を持つ参加者
（左）
＝３月2
1
日、
Ｍ＆Ｄホール
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「より良く食べる」の大
切さを語りかけている。
全部で 章から構成さ
れ、８章「見直されている
腸管粘膜からの栄養補
給」と９章「栄養サポート
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保団連発行のこの冊子
は、研究者や専門家の協
力を得て、その内容の独
創性と表現の理解しやす
さ、科学的根拠に基づい
た具体的な事例を通じて
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