

危機管理
組織部

本連載の最後にあたり、『大阪保険医雑誌 年
月号』（医科協会発行）に掲載された金品を要求す
るクレーマーに対する基本的スタンスを紹介する。

《基本事項》

対応責任者・補助者を
決めて窓口を一本化し、
定められた対応マニュア
ル・通報手順などで応対
に当たる。

《対応要領９項目》
１ 相手の確認と用件の
確認
相手の雰囲気に飲まれ

ないようにし、相手の住
所・氏名・所属団体名・
電話番号・人数を確認し
て応接室で対応する。代
理人の場合は、委任状の
確認を忘れないようにす
る。

３ 応対場所の人数・時
間
相手より優位に立つた
めの手段として、常に相
手より多い人数で応対し、
役割分担をあらかじめ決
めておく。応対時間が長

告げて応対時間を明確に
することも大切である。
４ 言動に注意
不当要求者は巧みに論
争に持ち込み、応対者の
失言を誘い、または言葉
尻をとらえて厳しく糾弾

してくる。「検討します」
「考えてみます」などと
相手に期待を持たせる言
動は禁物である。
５ 書類の作成・署名・
押印
不当要求者は「一筆書

織的に対応することが大
切で、要求に対して即答
や約束はしない。不当要
求者は医療機関の方針が
固まらない間が勝負の分
かれ目と考えて、執拗に
その場で回答を求めて来

は具体的な手順について
打ち合わせた。
当日は保団連・各協会

始め全国商工団体連合
会、 日本勤労者山岳連
盟、新日本スポーツ連盟
など各団体から１０８人
が参加し、衆・参それぞ
れ 人・計 議員から立
法の賛同を取り付けた。
大阪は、３月４日に結
成された「大阪懇話会」と

い。またこの間の中央公
聴会、地方公聴会でも与
党推薦の公述人も含め、
人中 人が「拙速を避
け徹底審議をすべきだ」
としている。民意の多数
は、慎重審議を求めてい
る。しかし与党は、一般
的な憲法の研究時間まで
も含めた審議時間の水増
しで 「審議は尽くされ
た」としている。
同法案は、①最低投票
率の規定がなく、国民多
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受傷事故を防止するた
め、平素から最寄りの警
察・暴力追放推進センタ
ーとの連携を強化する。
警察では不当要求に対応
するために、暴力団該当
性等の情報提供を行って
いる。
◇
規模が大きくない歯科
医院では、応対場所が待
合室という場合も少なく
ない。また、スタッフが
受付から離れたすきや休
憩時間を狙った窃盗もあ
る。 少し費用はかかる
が、待合室に防犯カメラ
を設置するのも一つの方
法である。

数の合意がなくても改憲
が可能となる②投票の２
週間前までは有料広告な
ど、宣伝のし放題である
③公務員、教職者の意見
表明を規制する
な
ど、改憲派に有利で不公
正な民主主義を無視した
ルール作りである。
憲法９条を変え、アメ
リカと一緒に戦争できる
国にすることが政府の目
的である。しかしイラク
戦争は、武力による紛争
解決は不可能であり、平

して初めて行動に参加。
協会の永田悦夫副理事
長、大阪商工団体連合会
共済会役員、医科･歯科事
務局員ら７人が大阪選出
の全議員に立法への賛同
と協力を求めた。永田副
理事長は、竹本直一（衆・
自民）、長安豊（衆･民主）、

和的手段による解決の道
を示した。日本国憲法・
第９条こそ、世界平和の
指針となることができ
る。憲法９条改悪を見据
える同法案の強行採決は
看過出来ない。
憲法は最高法規であ
り、改憲審議は、慎重に
も慎重を重ねるべきであ
る。
同法案は、徹底審議の
うえで廃案にすべきであ
る。
２００７年４月 日

山下栄一（参・公明）、小
林美恵子（参・共産）各
議員に直接要請。大阪懇
話会の活動や「ニュース
スクランブル」（読売テ
レビ）での自主共済規制
問題の特集を紹介し、共
済を業法の適用除外とさ
せる必要性を訴えた。

河内長野市三日市
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院長が急逝の為
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国民投票法案の強行採決は
憲政史上最悪の暴挙であり
厳しく抗議する

る。
７ 湯茶の接待はしない
湯茶を出すことは、不
当要求者が居座り続ける
のを容認したことになり
かねない。また、湯飲み
茶碗や灰皿は投げつける
など脅しの道具に使用さ
れることがあるので、接
待は不要である。
８ 応対内容の記録化
電話や面談の応対内容
は犯罪検挙や行政処分、
民事訴訟の証拠として非
常に有効であることか
ら、メモや録音、ビデオ
撮影で応対内容を記録化
して証拠保全を図る。
９ 機を失せずに警察に
通報
不要なトラブルを避け

大阪市城東区古市
診療台２台、パノラマ、デンタル、内装
小物１式
歯科医療器具料金5
0
0
万円、保証金5
00
万
円、家賃3
0
万
（別途消費税）

人の賛同取り付け

けば許してやる」と詫び
状や念書を書かせたがる
が、後日金品要求の材料
に悪用される危険性が高
い。
６ 即答や約束はしない
不当要求に対しては組

基本的スタンス
くなると相手のペースに
はまる危険性が大きくな
るので、可能な限り応対
時間を短くする必要があ
る。最初の段階で、「会
議の都合で何時までなら
お話を伺います」などと

不当要求には応じない姿勢

悪質クレー
マーへの

２ 応対場所の選定
素早く助けを求めるこ
とができ、精神的に余裕
を持って応対できる場所
を選定する。不当要求者
の指定する場所には絶対
に出向かない。

お貸し歯科医院

「適用除外」
を求め国会要請
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会議員に要請した。この
行動は、議員立法による
法改正を実現させるた
め、①請願署名紹介議員
の拡大②議員立法への賛
同取り付け――を柱に取
り組まれ、すでに立法に
賛同を寄せている議員と

自民・公明の与党は
日の衆院本会議で、国民
投票法案を強行採決した。
これは民意を踏みにじ
り、憲法９条改悪の第一
歩ある。私たち大阪府歯
科保険医協会は、憲政史
上最悪の暴挙に対して厳
しく抗議する。
最近の世論調査（９日
ＮＨＫ調査）では同法案
に対して「今の国会で成
立させるべきだ」とする
意見は１割にも満たな
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理事会決議

議員立法へ

「共済の今日と未来を
考える懇話会」は 日、
自主共済の「適用除外」
の実現をめざす国会要請
行動に取り組み、自主共
済を新保険業法の適用除
外とする「議員立法」へ
の賛同を求めて衆・参国
竹本衆院議員
（自民）
に要請する永田副理事長

自主共済

                                                   




理が義務化された。
現在、歯科界は政府の く、適正な評価のもとで
具体的な内容は、①医 低医療費政策のあおりを 安全管理の諸費用を組み
療安全の確保②院内感染 受け、深刻な経営危機の 入れることが必要であ
対策③医薬品の安全確保 状況にある。今の低い診 り、それが政府の責任で
④医療機器の
療報酬のもと ある。 次期改定に向け
安全確保
では、安全に て、こうした費用を点数
の４項目で、
対する評価が に組み込むよう強く要望
医院の安全管理
院内体制の整
全く考慮され する必要がある。
備と職員研修
ておらず、診
政府が医療費削減のた
が義務付けら
療所の自己責 めに推進しているレセプ
れた。
任のもと、義 トオンライン化でも、諸
歯科の各診
務だけが課せ 費用を医療機関に負担さ
療所ではこれ
られている状 せようとしている。こう
への対応が間
況である。
した無理な負担を強要す
に合わない事
いくら独自 ることが医療の安全を脅
態も生まれて
に安全対策を かすことにつながってい
いる。しかし、
行おうとして る。政府の医療政策に怒
問題が起こっ
も、原資とな りをぶつけていかねばな
た時に、きち
る診療報酬が らない。献金だけでは医
んとマニュア
低ければ、対 療が良くならないこと
ルなどの整備
応が出来ない は、近年の政治が十分に
がなされてい
診療所も生ま 証明してきたのではない
なければ、閉
れてくるであ だろうか。
鎖などの命令
ろう。
やはり歯科医療の安全
が下される場合もあり、
真の医療の安全を考え と質を真剣に守ろうと思
各診療所での対応が急が るならば、診療報酬の引 えば、政治を変える必要
れる。
き下げや包括化ではな がある。
不二家の賞味期限切れ
原料使用で製造者の食品
の安全に対する責任が問
われ、 社会的に問題と
なった事例は記憶に新し
いことと思われる。その
他、三菱自動車のリコー
ル隠し、原発の事故隠し、
耐震強度の偽装、給湯器
の欠陥など数えあげれば
切りがない。企業の利益
追求からくる安全崩壊や
モラルの低さがクローズ
アップされ、国民の関心
が増している。
４月１日から、医療界
においても医療法改正の
施行に伴い、一般の診療
所における医療の安全管



１ トップの危機管理
院長自らが「不当な要
求には絶対に応じない」
という基本姿勢を堅持
し、毅然とした対応をす
るという職場環境を構築
する。
２ 危機管理体制作り

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

適正な点数評価を
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大阪歯科保険医新聞

