残存歯数は増加し︑無歯

の対応である︒高齢者の

問題の二つめは義歯へ

高齢者に多数の歯が残

また︑前述したように

再考したい︒

重要性について皆さんと

までの関わりから義歯の

から学ぶ対応と予防法﹂

トラブルの元 失敗事例

経 税 部 は︑
﹁口約束は

パート職員の場合は雇い

身が優先されると解説︒

も︑実際の雇用契約の中

た︒

つながると注意を促し

口約束するとトラブルに

し︑賞与の有無や金額を

けられている点を紹介

で明示することが義務付

の有無︱の３項目を書面

②退職手当の有無③賞与

協定が必要になるとアド

与の導入には労使の書面

意点を紹介し︑計画的付

の計画的付与の対策と注

いて説明︒年次有給休暇

強調し年次有給休暇につ

﹁休暇の取りやすさ﹂を

着するポイントとして

〝働くルール〟で信頼関係

動︑８０２０運動などの

顎者の割合は減少してい

り︑むし歯や歯周病の管

をテーマに２０１４年
日︑雇用対策講習会

開業歯科医は３割もいな

はなく︑訪問に出かける

わる歯科関係者は十分で

ととなったが︑それに関

ケアの重要性は周知のこ

カラカラに乾燥して枕元

っていたり︑使用されず

高齢者が数個の義歯を持

の対応ができず︑一人の

難症例と呼ばれる義歯へ

増加している︒こうした

題も重なり困難な症例が

ではないだろうか︒それ

腔を減らすことになるの

うな生活期での悲惨な口

とで︑現在︑見られるよ

るようにつないでゆくこ

り︑口から食べ続けられ

に積極的に歯科が関わ

る︒回復期入院患者さん

わりにあると考えてい

ることを強調した︒

に周知し︑適正に運用す

を︑日頃からよく従業員

働基準法や就業規則等

頼関係を築くとして︑労

づくり〟が従業員との信

桂 氏 は︑
〝働くルール

労務士の桂好志郎氏︒

講師は協会顧問社会保険

を開き

ップは義歯である︒これ

展開により︑高齢者に多

るが︑高齢人口の増加に

理が大きな課題となって

月

い︒そして︑そのような

や洗面所に放置されてい

を目指す取り組みをお話

を打つのか？

くの歯牙が残存し︑これ

より総義歯の人の実数は

いる︒その解決法の一つ

現場で主力となる歯科衛

るのを見ることは珍しく

ししたい︒

その一つは歯科保健活

自体はよいことではある

減少してはいない︒さら

が回復期からの歯科の関

生士の絶対数が足りな

ない︒厚労省調査でも訪

11

起する︒

が︑要介護状態となった

に高齢化により顎骨の吸

協会・協同組合

中︑直後に発生しやすい

止時には０・１％アドレ

合︑▽気管支痙攣︑心停

ショックを起こした場

とのことを強調︒

ショック時対応など解説

／㎏
の知識を学ぶ講習会が２

の医療水準が訴訟の結果

て砂田氏は︑その時点で

０・５㎎ 小児０・３㎎ ︶︑

筋注する︵最大量は成人

を大腿部中央の前外側に

ナ リ ン 注 を ０・

日︑保険

を 左 右 す る と の べ︑﹁ 診

▽エピペンは０・ ㎎ と

最近の医療訴訟につい

医会館で開かれた︒協会

療のガイドライン﹂が医
医薬品セットの販売企画

摘︒歯科医学会から

の

療水準を規定すると指

ちの注射器を確認する︱

０・３㎎ があるので手持

お り︑﹁ 歯 科 治 療 時 の 偶

ガイドラインが出されて

また︑迷走神経反射に

よる除脈︵貧血︶にはア

講師は愛仁会高槻病院

発症に関する予防策と緊

トロピンを１シリンジ筋

脳神経外科部長・砂田一

急対応のためのガイドラ

注することや︑過換気症

候群の場合︑紙袋による

年 ３ 月︑ 厚 労

を吐かせ︑腹式呼吸を促

胸郭を圧迫し︑十分に息

省︶を踏まえるようアド

イ ン﹂
︵

緊急時の対応では薬

すよう指摘した︒

力︒蛭子命説では３歳に

剤︑対処法にも十分な知

再呼吸法は行わず︑上部
たために︑流し捨てられ

識が必要であるとし︑偶

バイス︒

どこかの地に漂着したと

︵東住吉区・森啓︶

され︑蛭子命が海からや

ックが半分以上で︑麻酔

発症の種類は神経性ショ

の父である大国主命が大

海の神とされ︑事代主神

されることでえびす神が

主神が釣りをしていたと

かを尋ねられた時︑事代

命から国譲りを受諾する

話の国譲りの項で大国主

記﹂や﹁日本書紀﹂の神

事代主神説では﹁古事

るとされた︒

ってくる姿が海の神であ

なっても足が立たなかっ

郎氏︒

などを解説︒

として共催したもの︒

０１４年 月

と保険医協同組合が救急

歯科で必要な救急薬品

砂田氏

救急薬品の知識学ぶ

入れの際に①昇給の有無

桂氏が雇用対策を解説

時に多くの悲惨な口腔を

収や廃用︑認知などの問

い︒根面カリエスは高齢

問歯科診療のニーズのト

バイスした︒

生活︵維持︶期において

者にとっ て大きな問題

その上で︑従業員が定

診ることとなった︒口腔

で︑口腔乾燥などと相ま

人が参加した︒

歯科界は超高齢社会に

金額の食い違いから生じ

求人票と同じ条件で雇用

２月度生涯
研修抄録

向けて在宅歯科診療の普
って多くが残根となる︒

職安の求人票と賞与の

及など一応の対策を講じ

Ｍ ＆Ｄホール

するのが原則としながら

たトラブル事例に触れ︑

会場
会員３千円︑未入会者１万円

とは︑竹の節に苦難に耐

１００人

摂食困難となることもあ
会費

としてイメージされたも

定員

まだ見えない︒その理由
る︒こうなる前にどう手

姿で右手に釣竿を持ち左

え忍ぶ姿を見︑冬も青々

日︵日︶午前 時〜午後１時

粘膜や歯肉が傷つき︑

として︑二つの問題を提

戎神社と堀川戎神社が有

のらしい︒

日時 ２月

てきたが︑成果としては

﹁商売繁盛で笹もって

脇に鯛を抱える福福しい

とした葉には生命力を感

名だ︒十日戎でしられる

じ︑竹林の旺盛な繁殖力

来い﹂のはやし言葉と共

その姿があらわすよう

を繁栄の象徴としたよう

姿 の 神 さ ん だ︒
﹁ 夷 ﹂︑

民の間で信仰され

にもともとえびす神は漁

日には︑商売繁盛

を願う大勢の参拝客であ

﹁戎﹂︑﹁恵比寿﹂︑﹁恵比

１月

ふれかえる︒

だ︒
えびす神はイザナギ︑

始め︑中世の商業
の発展と共に商業

えびす神社

ににぎやかなえびす祭り
がやってくると︑正月気

〝えべっさん〟で知ら

分も抜けて︑日々の診療
に追われている︒

１柱で︑狩衣︵かりぎぬ︶

れるえびす神は七福神の

01
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第 18 回大阪保険医ゴルフコンペが
2014年11月24日、茨木国際ゴルフ倶楽
部で開催され、会員ら６組23人が、熱
戦を繰り広げた。辻本秀樹氏（東大阪
市）が、ベスグロ完全優勝した。

融（鳥取県米子市開業）
足立

えびす神社は全国各地

笹の葉に商売繁栄の願い込め

か︑ も し く は 大 国 主 命

イザナミの子である蛭子

︵大国さん︶の子である

神としての性格も持つよ

参拝客の目当ては︑米

事代主神︵ことしろぬし

須﹂などの字が当てられ

俵︑小判︑鯛︑大福帳︑

命︵ ひ る こ の み こ と ︶
近境に住む人々を意味す

打出小槌などをつけた福

うになったそうだ︒

る〝 エ ミ シ 〟 や〝 エ ビ

る︒その語源は異邦人や

ス〟に由来するとされ︑

黒天とされることになっ
た︒えびすと大国は親子
ともされている︒

終了後の親睦会で優勝の喜びを語る
辻本秀樹氏＝2014年11月24日、茨木
国際ゴルフ倶楽部

10

かみ︶ とされる説が有

14

経税部

15

笹だろう︒古来より人び

14

10

14

訪問歯科診療を当たり前のことに
〜歯科に求められるもの
にあって︑大阪では今宮

笹の授与をする福娘は、９〜11日の
３日間、朝９時から夜の９時まで神
社授与所でハードワークに勤しむ
＝１月10日、今宮戎神社

12

︵新聞部・辻本勝︶

第18回大阪保険医ゴルフコンペ開催

22

異郷から福をもたらす神

268

10

大阪歯科保険医新聞
（第三種郵便物認可）（５、15、
25日発行）

（５） ２０１５年１月２５日

