問診の重要性を強調
重大疾患のポイントを解説

重 要 性 を 強 調︒﹁ 患 者 が

最後に︑再度︑問診の

果に基づき医学的常識に

査︑検査を行い︑その結

う︒診断仮説に沿って診

たずに視診 ・ 触診を行

る﹂と述べられた︒

を持つことが大切であ

けに限定せずに広い視野

の領域︵＝歯科領域︶だ

︵表︶︒

について注意を促した

と︑労働保険や有給休暇

課されるほど厳しい﹂

にくい﹂と述べた︒

何を訴えているのかをよ
則って論理的に考察する

けんぽうカフェ ㊤

安倍改憲と医療を考える

児休暇関連が３割増とな

連が過去最高︑妊娠・育

用基準を明確にし

を雇いたいのか採

め に︑
﹁どんなスタッフ

雇用トラブルを避けるた

ない︱︱ことを説明し︑

理由がなければ認められ

がある︑▽解雇は相当の

件を書面で明示する義務

▽採用する際には労働条

解雇時の注意点として︑

規にかかわらず︑雇用・

い状態を想像するのはかなり難

生まれ育った人には︑それがな

度がすでに確立した後の日本で

い国です︒私のように国民皆保険制

保険制度に基づく公的健康保険のな

アメリカは先進国で唯一︑国民皆

稿してもらった︵全３回︶
︒

手弁護士の会の國本依伸弁護士に寄

どうなるのか︒明日の自由を守る若

す︒安倍改憲で医療を受ける権利は

を目指し︑在任中の改憲に意欲を示

安倍晋三首相は２０２０年の施行

の人たちが︑共和党議員の地元集会

性疾患を有する子どもの親など多く

るＰＴＳＤに罹患している人や先天

提案されたことにより︑たいへんな

症差別禁止条項を廃止する法律案が

大統領が誕生し︑オバマケアの既往

いまアメリカ社会では︑トランプ

國本 依伸

っている︒

て採用に臨み︑ど

しいだろうと思います︒私も知

弁護士

堀口氏は労働基準法を

んな場合も書面を

識としては知っていましたが︑

クに比例するし︑既往症の内容

の所得に応じて保険購入代金︵保険

いわゆるオバマケアは︑国が各人

否や金額差をつけることを禁止して

遵守する意義を強調し︑

交わし同意を取り

いざ自ら体験してみると︑これ

その上で︑正規・非正

ことが重要であり︑自分

﹁
︵労基法に︶ 違反すれ

付けることが︑雇

によっては保険加入を断られる

︻その他︼即開業可︒テ

料︶ に対する補助金を出すととも

皆保険のような状態を作り出すもの

た︒

や連邦議会前に押し寄せまし

騒動になっています︒ＤＶに起因す

いたことも特徴の一つです︒

ば︑懲役もしくは罰金を

用者・被雇用者両

動車任意保険と同じですね︒し

︵港区・冨本昌之︶

歯科医院譲渡

ーホテル５階

こともあります︒また補償内容

症などその人の持っているリス

たがって︑保険料は年齢や既往
泉佐野センタ

︻最寄駅︼南海本線﹁泉

も当然︑その保険商品によって

異なります︒したがって︑やは

︻金額︼無償︵歯科医院
を継承いただける先生に

り日本の各種民間保険と同様

加入していたのが︑オバマケア以前

に︑購入する資力のある人だけ

ナントなので家賃などは

の健康保険制度でした︒

ビルオーナーさんと先生

に︑全国民に健康保険の購入を義務

ファロ付パノラマ１台他

２台︑レントゲン２台︑セ

︻設備等︼
約 坪︒
チェア

限る︒転売不可︶

佐野﹂駅 徒歩５分

１︱ ︱

︻住所︼泉佐野市高松東

す︒日本における生命保険や自

販売する商品だということで

は︑健康保険は民間保険会社が

国民皆保険でないということ

資力のあるなし

はなかなか大変なものでした︒

の打開策を尋ねた︒回答
で は︑
﹁歯科技工関連の

３を徹底する﹂

保険点数を引き上げて概
ね７

る﹂と語った︒

者を守ることにな

︵東住吉区・森啓︶

く聞き︑特徴的な所見に

︵写真︶ を講師に開催

問社労士 ・ 堀口正二氏

習会を６月 日︑協会顧

経税部は︑雇用対策講

左右されず︑先入観を持

雇用トラブル対策で講習会

げ︑症例を紹介︒それぞ
れの症例について︑参加
者との質疑応答を挟みな
がら︑重大疾患の見分け
方を解説した︒
また︑重大疾患を見逃
さないためには︑初診で

調︒歯科では︑視診によ

の問診が重要であると強

﹁腫瘍のように命に関わ

佐々木氏

臨床・学術部は６月
りほとんど診断ができる
た め︑﹁ 触 診 や 問 診 が 疎

るものの他︑命に関わら

か に な り や す い︑ 現 病

し︑ 人が参加した︒
雇用形態が多様化する
もとで︑様々な労使間ト
ラブルが増加している︒
大阪労働局に寄せられた
労働相談件数は全体で
万件︑中でもパワハラ関

歯科技工問題
将来的に担い手不足が
危惧される歯科技工問題

・ ６ ％︑
﹁歯科技工所か
ら直接︑技工料を保険請
求できるようにする﹂
・ ６ ％︑
﹁歯科技工料の
最低保障価格の導入﹂
・ ３％となっ ており
︵ 表 ︶︑ ５ 割 超 の 会 員 が
技工料価格を巡る取引ル
ールを定めることに理解
を示している︒
一 方 で︑
﹁分からな
い﹂が ・２％で一番多
いことからは︑歯科技工

が直接交渉してくださ

づけることによって︑擬似的に国民
０円です︒

でした︒また︑既往症による加入拒

他方︑日本国憲法はその 条

ないかと考えています︒

ていないことが最大の要因では

ける権利が人権として保障され

が保障されていない︑医療を受

衆国憲法では医療を受ける権利

でしょうか︒私は︑アメリカ合

うことがあり得ます︒どうして

険制度が根本から変わってしま

大統領が替わっただけで健康保

こんなふうにアメリカでは︑

人権としての医療

25条と皆保険―米国の医療制度

日︑﹁ 重 大 疾 患 の 見 分 け
ないが通常の歯科処置で

家庭の状況などの確認が

は治癒しないものや︑診

重 要 と な る ﹂ と 解 説︒

診断のための診察法〜﹂

指摘︒扁平上皮癌はカリ

﹁問診により得られた情

経験を踏まえ︑微力なが
ら協会のお役に立てるよ
う︑また保険医が安心し

27

方 Ｐ ＡＲ ＴⅡ 〜 正 確 な

フラワー状を呈し︑硬結

歴︑社会歴︑生活習慣︑

する典型的な症状を示す
報をもって︑医学的知識

断を誤りやすいもの﹂を

が︑中胚葉系の腫瘍は深

の増強にもお役にたてる

２０１６年度

をベースに視診︑触診を

よう頑張りたいと思いま

行えば診断の誤りは生じ

り︑歯科医師は矜持を持

す︒ご指導ご鞭撻のほど

部に存在するため腫脹を

って仕事を続けられなく

ひらお・きよし

お願い申しあげます︒

広島大学卒︑社保研究部

日本酒を愛してやまな

会の酒量増強以外に思い

◇

つくところがありません

員︑ 歳

米永哲郎

が︑酒量だけでなく笑量

い当方の理事就任は理事

なっています︒

会員意見調査

主に認めるなどの例をあ

と 題 し︑ 生 涯 研 修 を Ｍ ＆
Ｄホールで開催した︒佐
々木昇氏︵尼崎中央病院
口腔外科部長︶を講師に
１２１人が参加した︒
佐々木氏は︑見逃した
くない重大疾患として︑

平尾清司

社保研究部の推薦で理
事職拝命いたしました︑

年

平尾清司と申します︒港
区で開業し 年目︑

て診療に専念できるよう
協会運動の発展に努めさ

有給休暇の主な給付要件

問題の背景・解決方向に

い︒現在は月 万９９０

︻連絡先︼協会新聞部

任︒

大阪市生まれ︒阪南合

権擁護委員会医療部会長などを歴

同法律事務所所属︒大阪弁護士会人

１９７３年

くにもと・よりのぶ

は許されません︒

ばっさり切り捨てられるようなこと

い︑一部の人たちの医療アクセスが

険制度が根本から変わってしま

のように選挙結果一つで健康保

したがって日本では︑アメリカ

障されていると考えられます︒

皆保険制度も今や︑同条項で保

半世紀以上が経過している公的

て保障しており︑その確立から

で医療を受ける権利を人権とし

25

※一般職員の４分の３以上の労働日数・労働時間

ついて認識の共有を図る

37

社会保険の種類と対象範囲

必要があるといえる︒

10

11

５割超がルール設定に理解

・６カ月以上継続勤務
・常勤・パートを問わない
・買い取りはできない

24
19
12

11

35％
30％
25％
20％
15％
10％
5％
0％

振りの理事復帰になりま

せていただきます︒
まだまだ若輩者です
が︑ご指導ご鞭撻のほど
宜しくお願い致します︒
◇
よねなが・てつお
朝日大学卒︑管理部員︑

5.1％
無回答

６ 月 度
生涯研修
す︒医療保険の改悪によ

大阪市浪速区で開業し
ております米永哲郎と申

この度︑理事を拝命い

します︒

歳︒

7.2％
その他

18

14

24.6％
歯科技工関連の保険点数を引き
上げて概ね７：３を徹底する

経税部
19.6％
歯科技工所から直接、技工料を
保険請求出来るようにする

50

種別
対象範囲
労災保険
全労働者
雇用保険 週20時間以上勤務（１カ月以上勤務）
健康保険
※週30時間以上
厚生年金
※週30時間以上

31

31.2％
分からない

労基法遵守・書面確認が大切
歯科技工の危機を解決するために
どうすれば良いとお考えですか

18
10

❹
12.3％
歯科技工料の最低保障価格の導入

現病歴、社会歴、生活習
慣、家庭状況などの確認
が重要と語る佐々木昇氏
＝６月18日、
Ｍ＆Ｄホール

たしました︒管理部での

55

18

２０１７年７月５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

