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ラスを勝ち取った︒改

良い歯科医療﹂の実 現

を請願項目に﹁保険 で

る予算の引き上げ︱ ︱

拡大③歯科医療に関 わ

科の保険のきく範囲 の

者窓口負担の軽減② 歯

を大阪連絡会は︑① 患

％︑ 年＋０・ ％︑

・ ％︑ 年＋１・

＋０・

では︑歯科本体が 年

た︒診療報酬の改定率

与えてき

きな影響を

療政策に大

は︑歯科医

％︑ 年＋２

ナス改定が叫ばれる中

円︵ 年︶だったが︑
年は２兆８３００億
円にまで増えた︒
大阪連絡会は︑歯科
医師や歯科技工士など
の関係者だけの活動で
はない︒地域の賛同者
や︑高齢者団体︑婦人

署名３万筆目標を決定
協会が行っている学校歯

理事先頭に協力者増へ
科医療環境の改善を実現

いこうとの提案も出た︒
２０１７・２０１８年度
方針でも地域からの活性
化を掲げており︑これか

回

らの運動スタイルをめぐ
り議論を深めていく︒
日に開く第

評議員会︑５月 日に開

５月

者にも注目されているこ

科治療調査が自治体関係

力者を増やすために理事

するため︑会員の署名協

い歯科医療﹂を求める請

などが提起された︒
子どもの貧困をめぐり

域から運動を盛り上げて

体交渉に取り組むなど地

確認した︒

任務分担と運営について

デジカメセミナー

地域包括ケアシステム とと
歯科医療

岡﨑祐司

生活者中心の統合的ケアでは︑ケア

おいしく食べて暮らす

保障できることになる︒

してこそ︑生活者中心の統合的ケアを

佛教大学社会福祉学部教授

地域包括ケアシステムをどう捉える

か︒厚労省の基本姿勢は自助・互助・

共助だ︒医師よりも看護師︑介護士︑

ストの低い形をめざしている︒しかし︑

を通じてその人らしい文化的な生活を

地域住民の互助的サービスといったコ

あるべき地域包括ケアは医療・歯科医

確保することが大切になる︒そのため

とがポイントだ︒口から物を食べ︑味

には﹁おいしく食べながら暮らす﹂こ

療を中核に据えることが不可欠だ︒

生活者中心のシステム

セミナー﹂で講師の小川

分かるデジカメと撮影の

︱︱︒組織部の﹁これで

か②露光をどうするのか

こにピントをあわせるの

して初めて生活の質を保ち︑個人

せ︑生活を営むことになる︒そう

分の生活行為や活動と組み合わ

なければならない︒その上で︑自

福祉施策を暮らしの中に取り込ま

リ︑ホームヘルプといった医療・

な 人 は︑ 訪 問 診 療 や 居 宅 リ ハ ビ

割は非常に重要になっている︒歯

持・回復させるために︑歯科の役

わい︑嚥下する︒この一連の動作を維

田貞志氏︵サダフォトオ

として尊重されながら生きていけ

高齢者や障害者といった援助が必要

フィス︑朝日カルチャー

る状態になる︒これが地域包括ケ

必要なのは２つ︒①ど

センター講師︶は︑こう

組むことも多い︒連絡

者になり︑署名に取り

らなる改善が求められ

ている︒診療報酬のさ

科技工の危機も進行し

真は︑ピント・ブレ・発

シャープできれいな写

会場は保険医会館︒

影 法 を 学 ん だ︵ 写 真 ︶
︒

人がデジカメの特性や撮

されていることであると

回 の﹁ 保 険 で 良 い 歯

生活者中心の統合的ケアを実現

するには︑重層的なシステムが必

要だ︒①小中学校区レベルで﹁地

域の福祉力﹂を発揮する住民活動

②市町村による住民の福祉活動の

保障③国による医療・社会福祉の

充実︱︱が欠かせない︒いくら高

齢者や障害者ががんばっても︑ま

ともな医療や介護保険がなければ

ケア体制は機能しない︒地域・市

町村・国がそれぞれの役割を果た

科診療︑口腔ケアは統合的ケアの

強調した︒同セミナーは

団体などと一緒に歯科

ている︒貧困と格差の

色・明るさの要素が満た
来年は︑医療・介護

き︑口腔崩壊という深

説明︒花や料理などを目

障費の自然増を５千億

科﹂署名の目標を５万

的ケア﹂の考え方だ︒

アの要となる﹁生活者中心の統合

医療が抱える問題を学

会の活動が歯科医療改

拡大は経済的理由によ

報酬の同時改定があ

の前で撮影してコツを伝

氾濫する健康情報に警

円以下に抑えよう﹂と

筆︵うち協会目標３万

２

４月１日と 日の２回シ

び︑保険でよい歯科医

善の強力な〝応援団〟

る未受診の増加を招

リーズで開かれ︑延べ

療の実現を求めて取り

をつくってきた︒

は︑﹁食べる﹂﹁噛む﹂

している︒窓口負担の

刻な事態まで引き起こ

授︒受講者は︑手持ちの

る︒財務省は﹁社会保

軽減と保険範囲の拡大

鐘を鳴らすなど︑多彩

躍起になり︑医療・介

撮影し︑講評を受けた︒

カメラで一味違う写真を

なテーマで企画︒毎回

力を呼びかけている︒

筆︶とし︑会内や地域

国民医療費に占める

したい︒

全会員に協力をお願い

の人たち︑他団体に協

歯科医療費の割合は６

護報酬を最大の焦点と

講座を通じて口腔の健

・８％まで低下し︑歯

している︒

康の大切さに気づいた

１００人超の参加があ

人が大阪連絡会の賛同

り︑好評を得ている︒

大阪連絡会では︑今

は切実な問題だ︒

ことの大切さを伝え︑

年２回の市民講座で

組みを広げてきた︒

に︑技工問題を含めた歯

歯科医療を提供すると共

は︑患者に安心・安全の

始 め る﹁ 歯 科 ﹂ 署 名 で

の集約となった︒新たに

る︒理事会時点で５千筆

月で取り組みを終了す

患者負担増﹂署名は５

﹁今こそ ストップ！

向けた諸準備を行った︒

営では評議員会︑総会に

けることにした︒会務運

引き続き自治体に働きか

助成制度の拡充を目指し

こと︑大阪府福祉医療費

設定し 月まで取り組む

く第 回総会に向けて︑

協会は 日︑第２回理

定項目では︑長期に据

とから︑地区組織で自治

２０１５年分の医業所

計１４３万筆超を集

が先頭に立っていく構え

事 会 を 開 き︑﹁ 保 険 で 良

約︒衆参国会議員のべ

え置かれた基礎的技術

願署名の目標を３万筆に

得 を 見 る と︑
﹁〜 ８ ０ ０
17
30

万円﹂の区分が最多の

２７１人の紹介で国会

料や︑在宅や周術期関

を求める署名に取り 組

でも︑わずかながらプ

07

53

第２回
理事会
11

・４％だった︒６００万
円以下の層は ・３％に
上り︑８００万円以下は
全体の４割近くを占め
た︒

代の５人に一人が

年 代 別 で 見 る と︑
代︑

働き盛りと言われる年代
の経営の厳しさが浮かび
上がる一方で︑１８００
万円超の所得層も ％を
超えており︑所得格差を
示す結果となった︒

に提出した︒歯科単独

連での評価・引き上げ

署名開始時の歯科医

が実現している︒

の署名では最大規模と

署名に寄せられた歯

療費は２兆４９９６億

なっている︒

科医療の充実を願う声

んでいる︒署名は︑ 全

年＋０・ ％とマイ

２００７年から２年 ご

15

保険でよい歯科

20

６００万円以下だった︒

40

国政動かす署名の力

国連絡会の呼びかけ で

とに実施しており︑ 総

70

求められる︒

︵つづく︶

を国民的な要求にしていくことが強く

るために︑社会保障としての歯科医療

い︒きちんと公的医療保険でカバーす

縮小するような考えでは成り立たな

歯科衛生士の部分を介護保険に入れて

障する報酬体系をつくる必要がある︒

科の訪問診療や医科との連携などを保

公的な機能として確立するには︑歯

ける仕組みだ︒

ということをケアの目標に位置付

べる︑楽しく食べる︑食は文化﹂

て︑﹁ 口 か ら 食 べ る︑ お い し く 食

当者らとのカンファレンスを通じ

ケアプランを策定︒医師や福祉担

口腔状態をアセスメントし︑口腔

ネジメントだ︒高齢者や障害者の

と歯科衛生士による口腔ケア・マ

そこで提起したいのが︑歯科医

障できていないことも多い︒

腔機能リハビリなど︑在宅では保

口腔機能管理や食援助︑多様な口

だまだ不十分だ︒認知症高齢者の

掃︑姿勢などの歯科的な評価はま

施設でも︑咀嚼や嚥下︑味覚︑清

うまでもない︒
しかし︑在宅でも︑

ア︑活動低下などを招くことは言

歯の喪失が低栄養やサルコペニ

鍵と言える︒

ケアの中核は口腔管理
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