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◇午前の部（10：30〜12：00）
歯科技工問題の解決に向けて
講師・政策部講師団
◇午後の部（13：00〜15：30）
「平和国家」日本の再検討
講師・古関彰一氏
（獨協大学名誉教授）
※終日参加の場合は昼食をご用意
します。要申し込み
※参加無料
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地域包括ケア（地域完結型医療）への対応の課題と論点
◇周術期口腔機能管理を実施した病院のうち、患者の「かか
りつけ歯科診療所」と連携しているのは半数程度
→周術期口腔機能管理における医療機関間（病院歯科と歯科
診療所等）の連携についてどう考えるか
◇「かかりつけ歯科医」を選ぶ主な理由は「通勤・通学に便利」
→地域包括ケアにおいて、主治の歯科医師の機能・役割につ
いてどう考えるか
◇全身的な疾患や特別な対応が必要な患者に関する算定件数
が非常に少ない。また外来環の届出は12％にとどまる
→（診療報酬上の）評価及び外来環境の整備をどう考えるか
口腔疾患、口腔機能低下への対応の課題と論点
◇咀嚼機能を含む口腔機能の検査方法、管理のあり方等の診
療報酬上の評価に関しては十分でない
→口腔機能の維持・向上（回復）の観点に着目した歯科治療
について、どのような対応が考えられるか
◇歯周病安定期治療は中等度以上を対象としている
◇近年、実質欠損のない初期う蝕は、適切な診断と管理で回
復する可能性があるという考え方がでてきている
→重症化予防の観点から、歯周病、う蝕等に対する歯科治療
について、どのような対応が考えられるか
12
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戦争体験を語る宮川䓎さ
ん。７月10日の空襲では学
校前の防空壕に爆弾が直撃
し、寮生７人が亡くなった

中医協総会（７月22日）で示された
歯科診療報酬改定の課題と論点（要約）

24

● 定 価･年 間 10,000 円 月 1,000 円
(毎月5､ 15､ 25日発行) ● 1977 年 5 月 23 日第三種郵便物認可

会保障費の伸びを年間５
大 阪 市 浪 速 区 幸 町 1‑2‑33
電 話(06)6568‑7731(代 表)

8/25

大阪府歯科保険医協会
発 行 人
志岐
敬

社会保障費削減 鮮明に

