年度予算案
安倍内閣は２０１５

指導の基本的性格につい

調報告をした︒西氏は︑

ることを述べた︒兵庫や

認や休憩の要請をしてい

の横に座り︑根拠法の確

は︑弁護士は必ず当事者

日︑ Ｍ ＆Ｄホールで開

害のチェック・リストな

・検査や対処法︑嚥下障

り処方されているとカン

膏についても︑長期に渡

た︒口腔内ステロイド軟

用方法︑口腔保湿マウス

会が帯同弁護団を作った

京都などからは具体的な

ことを紹介︒指導現場で

行政指導︵手続法︶との

日︑保険

協会から弁護士９人︑役

個別事例の対応事例につ

０１４年 月

弁護士帯同交流会﹂が２

関係③広島高裁岡山支部

志副理事長

氏と吉田裕

護士の西晃

は︑顧問弁

阪歯科から

加した︒大

持参物▽帯同代理人と録

て︑▽期日指定と変更▽

する具体的な問題点とし

て説明︒弁護士帯同に関

制性と任意性︱︱につい

日︶を参考判例として強

判決︵２００８年６月

項目を盛り込ん

︵池田市・近藤正︶

会一致で採択した︒

改善を求める決議﹂を全

だ﹁個別指導及び監査の

など︑

テ等のコピーの禁止︱︱

士の帯同及び録音④カル

カルテの事前指定③弁護

①選定理由の開示②対象

質疑・意見交流の後︑

いて報告があった︒

員 人が参

が出席し

公共事業には５兆９

で︑選挙で﹁信任を得

安倍首相は年頭所感

深刻だ︒首相が強権的

る︒世論とのねじれは

の過半数が反対してい

開業歯科医院のトラブル

を提供している業者と︑

リを使った集患サービス

スマートフォンのアプ

０万〜３００万円の２〜

３年払いのリース契約を

結ばせる︒集患の実績が

あがらなければ毎月一定

象としたスマートフォン

業者は︑歯科医院を対

ごろから返金が入らなく

ったものの︑昨年の８月

み︒契約当初は返金があ

の金額が返金される仕組

のアプリ等を使った集患

なった︒一方で︑リース

寄せられている︒

サービスをうたい︑リー

料の支払いは残るために

トラブルになっている︒

ス会社を通して金額１０

年収4000万円

監査移行▽指導後のフォ

ロー︱︱などについて問

導︑老化遅延のための食

ての基本理解として︑①

嚥下障害に対するアプ

生活指針について話し

医会館で開かれた︒全国

健康保険法 条の意味②

ローチ︑高齢者の食事指

し︑無呼吸と睡眠時無呼

た︒ドライマウスに対す

個別指導・監査におけ

保険医団体連合会近畿ブ

まず︑睡眠時無呼吸の

吸症候群の定義を解説︒

る薬剤の見直しを強調

る帯同弁護士の経験を交

ロックが主催し︑近畿各

チェック・リストを説明

睡眠時無呼吸の臨床症

し︑含漸剤に対してもア

流し︑今後の対策に活か

臨床・学術部は生涯研

ける口腔機能へのアプロ

状︑全身への影響︑治療法

ルコールが含有している

そうと﹁個別指導・監査

修講座﹁超高齢社会にお

ーチ﹂を２０１４年 月

やその装置︑睡眠障害の

物やイソジンガーグルは

題点を提示した︒

いた︒寝屋川市開業の小

治療の流れを紹介した︒

症状を憎悪させると述べ

弁護士帯同の経験を交流

谷泰子氏︵大阪大学歯学

次に︑ドライマウスの

最初に小谷氏は︑睡眠

ど︑在宅医療に求められ

ピースの説明︒また代表

座位▽不当誘導の有無▽

音▽指導当日の弁護士の
保団連副

選定理由開示▽中断と患

た︒

会長の武村

円安や株高で業績堅

７１１億円を配分し︑

の相談が大阪歯科協会は

詰まることになる︒

500万円

摂津市千里が丘

経験交流では︑奈良協

部付属病院顎口腔機能治

チェック・リスト︑臨床

時無呼吸やドライマウ

ジダ症に注意しないとい

人が参加した︒

ス︑嚥下障害などの治療
る点について説明した︒
けないと警鐘を鳴らし

誤嚥と咽頭侵入の違いを

的な嚥下障害の症状︑要

保団連近畿ブロックが主催

療部招聘教員︶が講演し︑

を広く普及させるため︑
また︑低栄養が悪影響を

会員ら

専門的に特化した歯科医
た︒

紹 介 し た 上 で︑﹁ 誤 嚥 性

介護高齢者の発熱の原因

そのほか︑保湿剤の使

与える病態について話

肺炎は誤嚥をくり返すこ

し︑嚥下の５期を説明︒

院を開設したことを話し
た︒

とで生じる肺炎であり︑

について︑口腔機能の状

者調査▽再開後の指導と

憲法改悪︑集団的自衛

抵抗と侵襲のバランスを

義人氏の挨
拶の後︑西

権︑沖縄新基地建設な

態によって誤嚥の有無が

意に反し︑新基地建設

左右される事などを説明

の工事費を前年度比で

くずした時に起こる︒誤

金や設備投資は停滞し

嚥イコール誤嚥性肺炎で

ている︒景気浮揚効果

どの重要課題では国民

した︒

策が並ぶ︒消費税増税

倍も配分したことは

はない﹂と指摘した︒

に苦しむ国民に追い討

はなく︑内部留保がさ

弁護士が基
﹁ 集 患 ビ ジ ネ ス ﹂の
トラブルにご注意を

安倍政権下での社会

予算案になっている︒

ちをかける内容だ︒

調の大企業には︑法人

に出るほど国民との矛

保障切り捨て予算は３
年 連 続 と な る︒
﹁社会

実効税率を２年間で３

た﹂と表明︒ 日から

断じて許されない︒

保障のため﹂と言って

前年度から高止まりが

の国会運営を推し進め

らに増えるだけだ︒

消費税増税を実施して

％引き下げ︑１・

続く︒軍事費は史上最

じめ全国の保険医協会に

・

６兆円の減税を用意︒

盾を深め︑政権が行き

おきながら︑新財源の
８割にあたる６・４兆
円を社会保

権と対峙する幅広い団

リ ー ス 契 約 は︑
﹁集患

サービス﹂ではなく﹁サ

ーバー代﹂等の物品に対

して結んだ内容になって

おり︑途中で解約するこ

とが難しい︒協会では︑

顧問弁護士への法律相談

を 紹 介 す る と と も に︑

﹁集患ビジネス﹂トラブ

ルへの注意を促してい

る︒

（大阪大学教授・医療通訳

年度予算案を 日︑ 閣

る方針だ︒しかし︑自

体︑市民との共同を進

チェア２台 １Ｆ 開業11年

売買物件募集中

ついて」講師・中村安秀氏

協 会 は︑
﹁平和憲法

％の票しか得

障以外に流

守れ﹂
﹁社会保障の充

民党は

める︒患者負担軽減・

議決定した︒経団連 に

社会保障削り大企業減税
高の４兆９８０１億円

て お ら ず︵ 比 例 ︶︑ 議

保険給付範囲拡大の請

用︒高齢者

を計上した︒ステルス

席占有率 ％は小選挙

よる自民党への献金 再

政府は﹁大企業の収益

戦闘機やイージス艦︑

区制のマジックに過ぎ

実を﹂を掲げ︑安倍政

回復で税収が増えた﹂

オスプレイなどの購入

聴障・医ネット

の増加に伴

と説明するが︑法人税

を 計 画 し て お り︑
﹁米

み換えを求め︑国民本

主催

う自然増分さえも削減

収の伸びは前年度比４

ない︒

位の政治へ抜本的な転
換を目指す︒

大阪大学コンベンションセ

大阪府知事免許（05）043403号 担当：平石
℡ 06‑6170 8880 ℻ 06‑6170‑8980

２千円

開を反映し︑大企業 に

予算案には︑年金の

７７０億円に過ぎず︑

消費税 ％や社会保

売買（豊中市大黒町）

２月８日（日）10時〜16時

会場

大阪市城東区東中浜1 12 15

演題発表ほか

会費

は法人税減税で大盤 振

給付減や 歳以上の窓

国の戦争に加担するた

障改悪︑原発再稼働︑

士協議会会長）

に乗り出している︒

口負担増︑介護報酬の

め﹂との懸念は拭えな

「医療における情報保障に

ただいま売り物件が非常に不足しております。内装付き歯科医院を
探されている先生方から多数問い合わせがございますので、売却予
定がございましたら是非当社にお任せ頂けるよう御願いします

日時

㈲さくらハウス

午後

る舞いする一方︑国 民

などの負担を軒並み 増

減税額を差し引きすれ

い︒何より︑沖縄の民

には医療・介護・年 金

やす中身だ︒一般会 計

大幅削減︑生活保護費

ば大幅な赤字になる︒

願署名を力に予算の組

総額は過去最大の 兆

過去の減税をみても賃

サーバーの
売買契約

1200万円

ンター研修室

12

14

の引き下げなど︑容赦

リース会社

サービス業者

26

嚥下障害や無呼吸で講演
ない負担増・給付減政

33

75

10

売却物件募集

第１回聴覚障害者
医療研究集会

個別指導
80

歯科医院の売買ならさくらハウスへ

ご案内

73

29

15

76

11

個別指導に帯同した弁護士らによる交流会
＝2014年11月29日、保険医会館

12

嚥下障害などの治療に
特化した医院を開設し
た小谷泰子氏＝2014年
12月14日、Ｍ＆Ｄホー
ル
70

売り物件
（東大阪市）
2000万円 東大阪市新石切
マンション１F テナント
（分譲）
チェア３台
賃貸（箕面方面） 200万円
賃料200,000円 配管のみ

午前

96

20

サーバーの
リース契約
「集患サービス」
に関する契約

12月度生涯研修講座
３４２０億円に達し︑

医院

15

財政規律さえ失われ た

リース契約を利用した
「集患ビジネス」の仕組み

29

チェック・リストで検査法示す
14

２０１５年１月２５日 （５、15、25日発行）
（２）
（第三種郵便物認可）

大阪歯科保険医新聞

